
1 のはらうた★ 工藤 直子/作（童話屋）

2 これはのみのぴこ 谷川 俊太郎/作 和田 誠/絵（サンリード）

3 それ ほんとう？ 松岡 亨子/作 長 新太/絵（福音館書店）

4 ことばのこばこ 和田 誠/作・絵（瑞雲舎）

5 ことばあそびうた 谷川 俊太郎/詩 瀬川 康男/絵（福音館書店）

し・ことば

1 て ん ピーター・レイノルズ/作・絵 谷川 俊太郎/訳（あすなろ書房）

2 かばくん 岸田 衿子/作 中谷 千代子/絵（福音館書店）

3 てぶくろ ウクライナ民話 エウゲーニ・M・ラチョフ/絵 うちだ りさこ/訳（福音館書店）

4 ともだちや★ 内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵（偕成社）

5 どうぞのいす 香山 美子/作 柿本 幸造/絵（ひさかたチャイルド）

6 フレデリック レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳（好学社）

7 おにたのぼうし あまん きみこ/文 いわさき ちひろ/絵（ポプラ社）

8 ふしぎなたいこ 石井 桃子/作 清水 崑/絵（岩波書店）

9 とらとほしがき 韓国のむかしばなし パク・ジェヒョン/再話・絵

おおたけ きよみ/訳（光村教育図書）

10 ひとまねこざる★ H.A.レイ/作 光吉 夏弥/訳（岩波書店）

11 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン/文 ・絵 石井 桃子/訳（岩波書店）

12 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ/文 アロイス・カリジェ/絵 大塚 勇三/訳（岩波書店）

13 ふたりはともだち★ アーノルド・ ローベル/作 三木 卓/訳（文化出版局）

14 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ/文・絵 むらおか はなこ/訳（福音館書店）

15 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース/作 堀内 誠一/絵 石井 桃子/訳 （福音館書店）

16 じぶんだけのいろ レオ⁼レオニ/作 谷川 俊太郎/訳（好学社）

17 しんせつなともだち 方 軼羣/作 村山 知義/画 君島 久子/訳（福音館書店）

18 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子/文 降矢 奈々/絵（福音館書店）

19 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー/文・絵 石井 桃子/訳（岩波書店）

20 ガンピーさんのふなあそび★ ジョン・バーニンガム/作 みつよし なつや/訳（ほるぷ出版）

21 おしゃべりなたまごやき★ 寺村 輝夫/作 長 新太/絵（福音館書店）

22 てんごくのおとうちゃん 長谷川 義史/作・絵（講談社）

23 くんちゃんのだいりょこう★ ドロシー・マリノ/文・絵 石井 桃子/訳（岩波書店）

24 わんぱくだんのひみつきち★ ゆきの ゆみこ 上野 与志/作 末崎 茂樹/絵（ひさかたチャイルド）

25 王さまと九人のきょうだい 君島 久子/訳 赤羽 末吉/絵（岩波書店）

26 こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子/文 二俣 英五郎/画（童心社）

27 ピーターラビットのおはなし★ ビアトリクス・ポター/作・絵 いしい ももこ/訳（福音館書店）

28 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ/作・絵 せた ていじ/訳（福音館書店）

29 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン/作・絵 いしい ももこ/訳（福音館書店）

30 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イ ヨンギョン/文・絵 かみや にじ/訳（福音館書店）

えほん

1 エルマーのぼうけん★ ルース・スタイルス・ガネット/作 ルース・クリスマン・ガネット/絵

わたなべ しげお/訳（福音館書店）

2 はじめてのキャンプ 林 明子/作・絵（福音館書店）

3 くまの子ウーフ★ 神沢 利子/作 井上 洋介/絵（ポプラ社）

4 ねこのおんがえし 中川 李枝子/作 山脇 百合子/絵（のら書店）

5 おしいれのぼうけん ふるた たるひ たばた せいいいち/作（童心社）

6 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー/作 大社 玲子/絵 松岡 享子/訳（福音館書店）

7 なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子/作 大社 玲子/絵（学研教育出版）

8 やかまし村の子どもたち★ アストリッド・リンドグレーン/作 大塚 勇三/訳（岩波書店）

9 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル/作 山脇 百合子/画 松岡 享子/訳（福音館書店）

1 さっちゃんのまほうのて 田畑 精一/ほか共同制作（偕成社）

2 せなかをとんとん 最上 一平/作 長谷川 知子/絵（ポプラ社）

3 てとてとてとて 浜田 桂子/作（福音館書店）

4 どうぐ かこ さとし/作・絵（瑞雲舎）

5 ほんはまっています のぞんでいます かこ さとし/著（復刊ドットコム）

1 おちばひらひら 七尾 純/文 久保 秀一/写真（偕成社）

2 ふゆめがっしょうだん 長 新太/文 冨成 忠夫 茂木 透/写真（福音館書店）

3 あさがお 荒井 真紀/文・絵（金の星社）

4 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子/文 堀川 理万子/絵（福音館書店）

5 クラゲゆらゆら 楚山 いさむ/文・写真（ポプラ社）

6 しっぽのはたらき 川田 健/文 薮内 正幸/絵 今泉 吉典/監修（福音館書店）

7 きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ/文 アーノルド・ローベル/絵 杉浦宏/訳（文化出版局）

8 むしたちのさくせん 宮武 頼夫/文 徳田 之久/絵（福音館書店）

9 ちのはなし 堀内 誠一/文・絵（福音館書店）

10 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ/作 ボフダン・ブテンコ/絵

うちだ りさこ/訳（福音館書店）

11 うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン/作 ふじた ちえ/訳（ポプラ社）

しぜん・かがく

＜低学年から読める本＞「豊岡市推薦図書60」

いろいろな本を読んでみよう！！
なんさつ読めるかな？

◇発行：豊岡市教育委員会 ◇選定：豊岡市推薦図書作成委員会（2020年3月改訂）

★：シリーズがある本

いろいろな本が
みんなをまって
く れ て い る と
しょかん。
としょかんは ど
ん な と こ ろ か
な？
本は どんな気も
ちで みんなを
まっているのか
な？

すずぎょうれつの
おまつりの前の日、
ウルスリは大きな
すずをさがしに、
ひとりで山の上の
小やをめざします。

50音にのせてかた

られる「それ、ほん

とう？」なおはなし。

たのしいことばあそ

びの本。

しゃかい・れきし・ぶんか

ものがたり


