
シリーズ名 タイトル 作者：文 作者：絵 出版社
あかいことりとライオン エリサ・クレヴェン エリサ・クレヴェン 徳間書店  
あっちへいってよ、かげぼうし フランク・アッシュ 評論社
あなのなか 森 あさ子 岩崎書店

日本の神話〈第2巻〉 あまのいわと 舟崎 克彦 赤羽 末吉 あかね書房 
雨、あめ ピーター・スピアー 評論社

日本傑作絵本シリーズ あめのもりのおくりもの ふくざわゆみこ ふくざわゆみこ 福音館書店
まついのりこあかちゃんのえ
ほん

あめふり まついのりこ まついのりこ 偕成社

アメリカ・インディアンはうたう 金関寿夫 堀内誠一 福音館書店  
あらしのよるに きむらゆういち あべ弘士 講談社
アルフィとくらやみ サリー・マイルズ エロール・ル・カイン 評論社  
あれ、お空がもえてるよ フランク・アッシュ 評論社
いそっぷのおはなし 木坂涼　再話 降矢 なな グランまま社  
いちごがうれた（うさぎのモコのおはなし） 神沢利子 渡辺洋二 新日本出版社

日本傑作絵本シリーズ いっすんぼうし 石井桃子 秋野不矩 福音館書店

はじめての発見シリーズ　37 いろの本
ピエール・マリ・バラ、シル
ベール・ペロル

岳陽舎

うさぎのたまごは夕やけいろ 神沢利子 渡辺洋二 大日本出版社
うちゅうたまご 荒井良二 荒井良二 イースト・プレス 

世界傑作絵本シリーズ うみべのハリー ジーン・ジオン
マーガレット・ブロイ・グレア
ム

福音館書店

ひかりのくにのえほん うれしいがいっぱい 新沢としひこ 大島妙子 ひかりのくに株式会社

福音館の科学シリーズ エネルギーって なんだろう
キンバリー・ブルベイカー・ブ
ラッドリー

ポール・マイゼル 福音館書店

ちいさなかがくのとも おいでおおきくなるよ いとうせつこ 八戸さとこ 福音館書店
こどものとも年中向き おたんじょうびが やってくる 安江リエ 池谷陽子 福音館書店  
はじめての発見シリーズ　33 お天気の本 ソフィー・ニケフ 岳陽舎
世界傑作絵本シリーズ おばけりんご ヤノーシュ ヤノーシュ 福音館書店
のら書店の絵本 おはよう・おやすみ S・ゾロトウ P・パパローン のら書店

おひさま やすい　すえこ 葉　　祥明 フレーベル館
おひさま　あはは 前川かずお 前川かずお こぐま社  

くまの子ウーフの絵本　5 お日さま　はだかんぼ 神沢　利子 井上　洋介 ポプラ社
おひさまいろのきもの 広野 多珂子 広野 多珂子 福音館書店  

単行本絵本 おひさまがいっぱい よだじゅんいち 詩 ほりうちせいいち 童心社
おひさまがおかのこどもたち エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ 徳間書店  

ちいさなかがくのとも おひさまがしずむ 越智典子 沢田としき 福音館書店
単行本 おひさまとおつきさまのけんか せな　けいこ せな　けいこ ポプラ社

おひさまのたまご エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ 徳間書店  



ちいさなかがくのとも おひさまはいつも 八木マリヲ 八木マリヲ 福音館書店
おひさまはどこ？ フィリス・ルート メアリー・グランプレ 岩崎書店

アッティリオシリーズ　１ おひさまはどこから？ アッティリオ・カッシネリ アッティリオ・カッシネリ ひかりのくに株式会社
おひさまパン エリサ・クレヴェン エリサ・クレヴェン 金の星社
おひさまぷりん いしだひかり colobockle（たちもとみちこ） ＢＵＯＮＯ 

幼児絵本シリーズ おひさまぽかぽか 笠野 裕一 笠野 裕一 福音館書店  
絵本・いつでもいっしょ　12 おひさまようちえんのひみつのともだち 斎藤　栄美 岡本　　順 ポプラ社
世界傑作絵本シリーズ お日さまをみつけたよ 松谷さやか M・ミトゥーリチ 福音館書店

おひさん たかべせいいち くもん出版
エリック・カールの絵本 おほしさまかいて！ エリック：カール エリック：カール 偕成社

おめでとう　おひさま 小学館
ことばあそびと詩の本 おやすみなさいまたあした 神沢利子 西巻茅子 のら書店

おやすみなさいをするまえに ジリアン・シールズ アンナ・カリー ほるぷ出版  
アンデルセンのえほん おやゆびひめ 斉藤洋 西巻茅子 岩崎書店

おやゆびひめ ハンス・クリスチャン・アンデ ヨゼフ・パレチェフ プロジェクトアノ
福音館の単行本 おれは歌だ　おれはここをあるく 秋野亥左牟 福音館書店

お日さまとお月さまとカラスのカーキチ－ロシ
アのむかしばなし－

ヴィークトル・ドゥビードフ ビクトル・ドゥビードフ 新読書社 

かきねのむこうはアフリカ ほるぷ出版
かげ スージー・リー 講談社

ちいさなかがくのとも かげはどこ 木坂涼 辻恵子 福音館書店
０．１．２．えほん かさ さしてあげるね 長谷川摂子 西巻茅子 福音館書店
 かぜのこもりうた くどう なおこ あべ 弘士 童話屋 

かにこちゃん きしだ えりこ ほりうち せいいち くもん出版  
絵本・ちいさななかまたち からだっていいな 山本直英、片山　健 山本直英、片山　健 童心社
岩波少年文庫　５８７ カレワラ物語 岩波書店  

カンジキウサギは白夜におどる―アラスカの ナンシー・ホワイト カールス 黒井 健 新樹社
きたかぜとたいよう イソップ童話 バーナデット・ワッツ 西村書店  

イソップえほん　５ きたかぜとたいよう 岩崎書店
絵本・いつでもいっしょ　15 きのうのおひさま、どこにいったの？ 薫くみこ いもとようこ ポプラ社

きみは太陽のようにきれいだよ チェマ・エラス ロサ・オスナ 童話屋
中国のむかしばなし 巨人グミヤーと太陽と月 君島　久子 小野　かおる 岩波書店
こどものとも絵本 くもりのちはれ　せんたくかあちゃん さとうわきこ 福音館書店

くらやみえんのたんけん 福音館書店
くらやみのくにからきたサプサリ チョン･スンガク チョン･スンガク アートン 

ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐらの　うたうた12つき 中川李枝子 山脇百合子 福音館書店
ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐらの１ねんかん 中川李枝子 山脇百合子 福音館書店
ユーモア詩のえほん・かぞくの ぐるっと地球をかかえちゃえ 杉田比呂美 岩崎書店

黒い太陽のおはなし 寮美千子 佐竹美保 小学館



げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス ルドウィッヒ・ベーメルマンス 福音館書店  
コッコさんとあめふり 片山　健 片山　健 福音館書店  
ことりは　どこ？ シャーロット・ゾロトウ ナンシー・タフリ 童話屋  

エリック・カールの絵本 ことりをすきになった山 エリック：カール エリック：カール 偕成社
ことばあそびと詩の本 これこれおひさま 小野寺悦子 飯野和好 のら書店

サー・オルフェオ アンシア・デイビス エロール・ル・カイン ほるぷ出版  
絵本・ちいさななかまたち さかさまライオン 内田麟太郎 長新太 童心社
単行本絵本 さるのひとりごと 松谷みよ子 司修 童心社
むかしむかし絵本　8 三ねんねたろう 大川悦生 渡辺三郎 ポプラ社

しずかでにぎやかなほん M.W.ブラウン 童話館出版
世界傑作絵本シリーズ しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ ボブダン・ブテンコ 福音館書店
ことばあそびと詩の本 詩はともだち　みみずのたいそう 西巻茅子 のら書店
福音館の科学シリーズ しゃっくり1かい1びょうかん ヘイゼル・ハッチンス ケイディ・マクドナルド・デント 福音館書店

ジャリおじさん おおたけしんろう おおたけしんろう 福音館書店  
宮沢賢治のおはなし すいせん月の四日 宮沢賢治 堀川理万子 岩崎書店

せんねんまんねん まどみちお 柚木沙弥郎 理論社
せんをたどって　せかいいっしゅう ローラ・ユンクヴィスト ローラ・ユンクヴィスト 講談社  

こどものとも傑作集 そらいろのたね　改訂版 中川李枝子 大村百合子 福音館書店
超はっけん大図鑑　12 空と天気のふしぎ ポプラ社

そらにかえれたおひさま Ｍ・キンズバーグ Ｊ・アルエーゴ＆Ａ・デューイ アリス館
住井すゑとの絵本　５ 空になったかがみ 住井すゑ ハタオ ブッキング
こどものとも年少版 たいへんだあ やなぎやけいこ 今井俊 福音館書店  

たいようオルガン 荒井良二 偕成社
こども天文検定；2 太陽系 ほるぷ出版
めくりしかけえほん 太陽系のふしぎ イーサン サフリュー 大日本絵画

太陽とかわず 小川　未明 こしだ　ミカ 架空社
（ロシアのむかしむかし） 太陽と月とカラス タチアナ A. マーヴりナ ネット武蔵野

たいようとつきはなぜそらにあるの? ディレル・エルフィンスーン ブレアント・レント ほるぷ出版
新訂版やさしい天体かんさつ 太陽と星 藤井旭 金の星社
ことばあそびと詩の本 たいようのおなら 長新太 のら書店

太陽のきほん 上出洋介 誠文堂新光社
太陽のしずく エリック・バドー 講談社

タンタンの冒険旅行　7 太陽の神殿 エルジェ エルジュ 福音館書店
太陽の大研究 －生命のみなもと　すがた・動
き・地球とのかかわり－

PHP研究所 

たいようまつり 風木一人 西村 敏雄 イースト・プレス 
こどものとも たいようまでのぼったコンドル 乾 千恵 秋野亥左牟 福音館書店  

太陽をかこう ブルーノ・ムナーリ ブルーノ・ムナーリ 至光社
ひかりのくにのえほん だだっこライオンぼくらなかよしどろんこマン 飯島敏子 井上洋介 ひかりのくに株式会社



世界傑作絵本シリーズ ダンデライオン ドン・フリーマン ドン・フリーマン 福音館書店
岩波の子どもの本 ちいさいおうち　改版 バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 岩波書店
エリック・カールの絵本 ちいさいタネ エリック：カール エリック：カール 偕成社
 ちいさないのち 相原正明 相原正明　写真 小学館

ちいさなきのねがい エリック・バトゥー フレーベル館
ちきゅう G・ブライアン・カラス 偕成社

毛利衛・監修　未来をひらく最
先端科学技術　２

地球のために人はなにができるの？ 岩崎書店

チュ・ママの台湾民話 野村敬子編著　松田けんじ 星の環会 
チワンのにしき 君島 久子 赤羽 末吉 ポプラ社

こども天文検定；1 月と太陽 ほるぷ出版
絵本の時間　20 てくてくあるく 松原ゆうこ 松原ゆうこ ポプラ社

デザートタウン ボニー・ガイサート アーサー・ガイサート ＢＬ出版
やってみよう！一年生からは 手であそぼう　まねっこおてんき 田中ひろし せべまさゆき ほるぷ出版
こどものとも年中版 でてきておひさま ほりうちみちこ再話 ほりうちせいいち 福音館書店  

てのひらどうぶつえん ハン・テヒ ハン・テヒ 瑞雲舎  
ちいさなかがくのとも でんきの でばん 小野寺悦子 小林孝亘 福音館書店  
「知」のビジュアル百科　３８ 天気のしくみ事典 ブライアン・コスグローブ あすなろ書房
日本傑作絵本シリーズ てんきよほうかぞえうた 岸田衿子 柚木沙弥郎 福音館書店
こどものとも てんをおしあげたはなし 牧野夏子 佐々木マキ 福音館書店  
たくさんのふしぎ トーテムポール 二川英一 二川英一 福音館書店

ととけっこう よがあけた こばやしえみこ 案 ましませつこ こぐま社  
ながいながいよる マリオン・デーン・バウアー 千葉茂樹 岩波書店

村上康成のえほん なつのいけ 塩野米松 村上康成 ひかりのくに株式会社
岩波の子どもの本 なつのゆきだるま ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレア 岩波書店
タンタンの冒険旅行　6 ななつの水晶球 エルジェ エルジュ 福音館書店
かがくのとも傑作集（どきどき・
しぜん）

にじ さくらいじゅんじ いせひでこ 福音館書店

たくさんのふしぎ 虹をみつけに 岡戸敏幸 和田真理子　写真・松岡芳 福音館書店
人魚ひめ ハンス・クリスチャン・アンデ ヨゼフ・パレチェフ プロジェクトアノ
ヌーチェの水おけ 赤羽末吉 ポプラ社

日本の民話えほん第１集 ねずみのよめいり 岩崎京子 二俣英五郎 教育画劇
ちいさなかがくのとも のげしとおひさま 甲斐伸枝 甲斐伸枝 福音館書店

のはらうた　Ⅰ くどうなおこ くどうなおこ 童話屋
のはらうた　Ⅱ くどうなおこ くどうなおこ 童話屋
のはらうた　Ⅲ くどうなおこ くどうなおこ 童話屋
のはらうた　Ⅳ くどうなおこ くどうなおこ 童話屋
のはらうた　わっはっは くどうなおこ くどうなおこ 童話屋

ひかりのくにのえほん ハーランベー、アフリカ 東君平 和歌山静子 ひかりのくに株式会社



こどものとも0.1.2. はじまるよ ぱくきょんみ 熊谷守一 福音館書店  
はじめてのうちゅうえほん 的川泰宣 てづかあけみ ピエ・ブックス 

こどものとも絵本 はじめてのゆき なかがわりえこ なかがわそうや 福音館書店
こどものとも傑作集 はたけうた 田島征三 田島征三 福音館書店
ちいさなかがくのとも はだしになっちゃえ 小長屋清美 サイトウマサミツ 福音館書店

はるなつあきふゆ ジョン・バーニンガム ほるぷ出版
版画のはらうた Ⅰ くどうなおこ くどうなおこ 童話屋

住井すゑとの絵本 ピーマン大王 住井すゑ ラヨス・コンドル ブッキング
ひかり D.コラノ・ヴィッチ 講談社
ひかりのつぶちゃん ビリケン出版

はじめての発見シリーズ　8 光の本 ジルベール・オーブル 岳陽舎

ぴっちゃん　ぽっちゃん
ａｃｃｏｔｏｔｏ　ふくだとしお＋あ
きこ

ａｃｃｏｔｏｔｏ　ふくだとしお＋あ
きこ

大日本図書  

ヒマラヤのふえ Ａ．ラマチャンドラン Ａ．ラマチャンドラン 木城えほんの郷
幼児絵本シリーズ ひまわり 和歌山静子 和歌山静子 福音館書店

ひろいそらあおいそら ベラ．Ｂ．ウィリアムズ ベラ．Ｂ．ウィリアムズ あかね書房 
世界傑作絵本シリーズ ふしぎのたね ケビン・ヘンクス アニタ・ローベル 福音館書店
宮沢賢治のおはなし ふたごの星 宮沢賢治 あきやまただし 岩崎書店
こどものとも プッポコとペッポコ 岸田衿子 片山健 福音館書店  
海外秀作絵本 ふれ、ふれ、あめ！ カレン・ヘス ジョン・J・ミュース 岩崎書店

ヘチとかいぶつ
へびのみこんだ なにのみこんだ? tupera tupera えほんの杜

子どもの季節とあそびのうた へんなかくれんぼ 岸田衿子 織茂恭子 のら書店
たくさんのふしぎ 僕の影をさがして 飯沢耕太郎 minim＋＋ 福音館書店

ぼくの村にジェムレがおりた 小林 豊 小林 豊 理論社  
星とたんぽぽ 金子　みすゞ 金の星社
星の使者-ガリレオ・ガリレイ ピーター・シス ピーター・シス 徳間書店
マダガスカルがこわれる 藤原幸一 藤原幸一 ポプラ社
まよなかのだいどころ 冨山房
まるい　まあるい イエラ・マリ イエラ・マリ ブロンズ新社  
まるのうた Ａ．ラマチャンドラン Ａ．ラマチャンドラン 木城えほんの郷
みつけたぞぼくのにじ ドン・フリーマン 岩波書店

エリック・カールの絵本 みんないきてるみんなでいきてる！ エリック：カール エリック：カール 偕成社
幼児絵本シリーズ めの　まど　あけろ 谷川俊太郎 長新太 福音館書店

モネの絵本：太陽とおいかけっこ 結城　昌子 小学館
ちいさなかがくのとも もりの ひかり 樺山祐和 樺山祐和 福音館書店  
えほんはともだち　37 森のはるなつあきふゆ 岸田衿子 古矢一穂 ポプラ社

森の水はうたうよ
宮沢賢治のおはなし やまなし／いちょうの実 宮沢賢治 川村みずえ 岩崎書店



世界傑作絵本シリーズ 山になった巨人 リュウチェスウ リュウチェスウ 福音館書店
夕あかりの国 徳間書店
ゆうだち 阿部肇 阿部肇 ポプラ社
ゆうひのおうち 林 木林 篠崎三朗 鈴木出版  

宮沢賢治のおはなし 雪わたり 宮沢賢治 とよたかずひこ 岩崎書店
世界傑作絵本シリーズ よあけ ユリー・シュルヴィッツ ユリー・シュルヴィッツ 福音館書店
宮沢賢治のおはなし よだかの星 宮沢賢治 村上康成 岩崎書店

よるのいえ スーザン・マリー・スワンソン 岩波書店
世界傑作絵本シリーズ りんごのき エドアル・ペチシカ ヘレナ・プマトリーコバー 福音館書店
いとうひろしの本　4 ルラルさんのにわ いとうひろし いとうひろし ポプラ社

ロバのシルベスターとまほうのこいし スタイグ 評論社
こどものとも2004.11月 わたしがおひさまだったら 片山健 片山健 福音館書店
世界傑作絵本シリーズ わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 福音館書店

わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社
かこさとし・おはなしのほん　3 わっしょいわっしょいぶんぶんぶん かこさとし かこさとし 偕成社
おはなし名作絵本　10 わにのバンポ 大石真 長新太 ポプラ社
宇宙・地球・いのちのはじまり 宇宙の始まりから太陽系が生まれるまで 榎田政隆 理論社
まどさんの詩の本 宇宙はよぶ まど・みちお 長新太 理論社

雨をよぶ龍 秋山 とも子 秋山 とも子 童心社  
単行本絵本 絵本　玉虫厨子の物語 平塚武二 太田大八 童心社
藤井旭の天体観測入門シリー 月・太陽・惑星・彗星・流れ星の見方がわかる 誠文堂新光社

古代エジプトのものがたり ロバート・スウィンデルズ スティーブン・ランバート 岩崎書店
シンプルサイエンス　５ 光ってどんなもの マリア・ゴードン マイク・ゴードン ひかりのくに株式会社

光の旅かげの旅 アン・ジョナス 評論社
砂上の船　水上の家―アラル海とツバル・ふ
たつの水物語

会田法行 ポプラ社

仕立屋のニテチカさんが王さまになった話 コルネル・マクシンスキ ボグスワフ・オルリンスキ 偕成社  
子ざるのかげぼうし 浜田 廣介 牧野伊三夫 集英社

十長生をたずねて
チェ・ヒャンラン

岩波書店

シンプルサイエンス　４ 色はなぜたくさんあるの マリア・ゴードン マイク・ゴードン ひかりのくに株式会社
若い人の絵本 雪の童話集 宮沢賢治 佐藤昌美 童心社
福音館創作童話シリーズ 雪わたり 宮沢賢治 堀内誠一 福音館書店

太陽のかがく えびな みつる 中西 昭雄（写真） 旬報社
新装版　科学のアルバム天
文・地学編　５

太陽のふしぎ 藤井旭 あかね書房
教えて！２１世紀星空探検隊4 太陽の科学 藤井旭 偕成社
理論社版・ＮＨＫやってみよう
何でも実験　４

太陽の光と遊ぼう！／レモンや炭でびっくり電
池

理論社

岩波少年文庫　１２６ 太陽の東　月の西　（改版） アスビョルンセン　編 岩波書店  



太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット ジェラルド・マクダーモット ほるぷ出版  
見学！ 自然エネルギー大図 太陽光・風力発電 林 幸 偕成社

地球と宇宙のおはなし チョン・チャンフン 山福朱実 講談社  
シンプルサイエンス 昼と夜 マリア・ゴードン マイク・ゴードン ひかりのくに株式会社

天の笛 斎藤 隆介 藤城 清治 佼成出版社  
安野光雅の絵本 天動説の絵本 安野光雅 安野光雅 福音館書店

風さん ジビュレ・フォン・オルファー ジビュレ・フォン・オルファー 平凡社 
北の魔女ロウヒ トニ・デ・ゲレツ バーバラ・クーニー あすなろ書房

岩波少年文庫　５５０ 北欧神話 P．コラム 岩波書店  
魔笛 ミヒャエル・ゾーヴァ ミヒャエル・ゾーヴァ 講談社  


