
低学年おすすめのよみもの（１・２年生）

請求記号 タイトル 著者 出版者 紹介

91.3 ｱ ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 講談社
はじめてのがっこう、じゅぎょうがぜんぶきゅうしょくならう
れしい？

E ﾅ くいしんぼうのはなこさん いしいももこ 福音館書店
くいしんぼうの、うしのはなこさん。たべすぎて、おなかがい
たい。じゅういさんがやってきて…ぷす。

E ｼ ふしぎなたいこ－にほんむかしばなし－ 石井桃子 岩波書店
げんごろうさんのふしぎなたいこ。つかいかたをまちがえて、
ばちがあたってしまいました。

91.3 ｲ ごきげんなすてご いとうひろし 徳間書店
あたしすてごになる！家出した女の子とすてごなかまの動物た
ちがだいかつやく！

E ﾌ ともだちや 内田麟太郎 偕成社
「えー、ともだちや。１じかん100えん」きつねがはじめたと
もだちや。でも、ともだちってかうものなのかな？

91.3 ｶ モンスター・ホテルでおめでとう 柏葉幸子 小峰書店
あきビルはモンスターホテル？こんやはパーティがあるらしい
よ。

E ｶ さくらの里の風来坊 川端誠 BL出版
たびでかんじたことを木のぼりにこめる、おぼうさんのおはな
しです。

91.3 ｶ ふらいぱんじいさん 神沢利子 あかね書房
たまごをやくのが大すきなふらいぱんじいさん。ある日、たび
にでる！

E ｱ 王さまと九人のきょうだい－中国の民話－ 君島久子／訳 岩波書店
九人のきょうだいには、王さまもかなわない！ちゅうごくのむ
かしばなし

91.3 ペンギンたんけんたい 斉藤洋 講談社
みなみのしまにやってきたペンギンたんけんたい。なにをたん
けんするのかついていこう！

E ﾑ おおきなきがほしい 佐藤さとる 偕成社
おおきな木があったらなにをする？ぼくだったら、こーんない
えをつくるんだ！

91.3 ｻ おばあさんのひこうき 佐藤さとる 小峰書店
けいとのひこうきがそらをとぶ？ページをめくるとひろがる月
夜のばんの、ふしぎなおはなし。

91.3 ﾀ みどりいろのたね たかどのほうこ 福音館書店
あれ？たねとまちがって、あめだまをつちにうえちゃった！さ
あ、でてきたのは？

E ﾀ となりのせきのますだくん 武田美穂 ポプラ社
あたし、いつもね、ますだくんにいじめられるの。でもね、あ
る日…。

E ﾁ おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫 福音館書店
にわとりごやのかぎをあけたのはだれ？たまごやきがはなしだ
す…

91.3 ﾅ たんたのたんけん 中川李枝子 学研
今日はたんたのたんじょうび。さあ、ちずをもってたんけん
だ！

91.3 ﾅ ネコのタクシー 南部和也 福音館書店
かいぬしのランスさんのかわりにトムがはじめたネコのタク
シー。さて、だれをはこぶ？

E ﾊﾞ ぶどう畑のアオさん 馬場のぼる こぐま社
おいしいものをみんなでたべると、もっとおいしくなるね！お
おかみさんもいっしょにたべようよ。

E ﾀ おしいれのぼうけん ふるたたるひ 童心社
まっくらなおしいれどんなせかいがひろがっているかきみは
しっているかな…？



91.3 ﾏ なぞなぞのすきな女の子 松岡享子 学研
なぞなぞあそびだいすき！だれかいっしょにあそばない？でも、
あいてになったのはオオカミでした！

E ｱ ももたろう 松居直／再話 福音館書店
犬、さる、きじをつれておにがしまへむかったももたろう。ぶ
じにかえることができるかな…。

E ﾊ びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ 童心社
みんなはびゅんびゅんごまをまわせる？あそびばのかぎをあけ
てもらうため、こうちょうせんせいとたいけつだ！

91.3 ﾐ ひらがなだいぼうけん 宮下すずか 偕成社
よるは文字のぼうけんのじかん。ほら、こんやも文字たちが、
わいわい、がやがや大ぼうけん。

91.3 ﾑ 音楽室の日曜日 村上しいこ 講談社
♪おんがくしつのがっきたち。♪にちようびは♪なにをしてい
るのかな？

91.3 ﾓ つりばしゆらゆら もりやまみやこ あかね書房
つりばしのむこうにはあたらしいともだちがいる。わたるのは
こわいけどあそびたい…。

93 ｱ アンナのうちはいつもにぎやか アティヌーケ 徳間書店
アンナのうちには、おとうさんとおかあさんとふたごのおとう
ととおじいさんとおばあさんと…とにかくいっぱいいます！

93 ｳ 番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ ウィル
バー

福音館書店
大きなこえのやかましやのヤカちゃん。あるよる、いえにどろ
ぼうが！ヤカちゃん、大かつやくのおはなし。

E ｳ ワニのライル、動物園をにげだす
バーナード・ ウェー
バー

大日本図書
にんげんとくらしているワニのライル。ある日、さわぎをおこ
して、動物園におくられてしまいますが…。

93 ｶ エルマーのぼうけん
ルース・スタイ ル
ス・ガネット

福音館書店
どうぶつじまへ、つかまった子どものりゅうをたすけにいく
よ！エルマーのちえとゆうきのぼうけん！

E ﾊﾞ クリスティーナとおおきなはこ
パトリシア・リー・

ゴーチ
偕成社 おおきなダンボールのはこ、ひとつあったら、なにつくる？

93 ｼ きえた犬のえ
マージョリー・W.
シャーマット

大日本図書
ぼくは名たんていネート。きえた犬のえをさがすよ。犬のえは
きいろ。これがヒントだ！

E ﾃﾞ がちょうのぺチューニア
ロジャー・デュボワ
ザン

冨山房
本をもっているだけでかしこくなれたらいいのになぁ～。と
思っているきみに。

93 ﾃﾞ ものぐさトミー ペーン・デュボア 岩波書店
ねているうちに、あさのしたくがぜーんぶできたらな～ってお
もったことはない？

E ﾌﾟ カロリーヌのガリバーりょこう
ピエール・プロブス
ト

BL出版
目をさますと、そこは…ちびいぬこく、でかねこじま！どう
なっちゃうの、カロリーヌ！

E ﾍﾞ げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベー
メルマンス

福音館書店
いつもげんきなマドレーヌ。ある日のよる、きゅうにおなかが
いたくなって…

E ﾏ ないしょのおともだち
バーバラ・マクリン
トック

ほるぷ出版
マリーとネズミ、マリアとネズネズ。こんなないしょのおとも
だちがいたら、すてきだな。

95 ﾛ
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラ
ンゲ

ジャンヌ・ロッ
シュ・マゾン

福音館書店
おそうじをおぼえたくなくて、いえを出たリスのゲルランゲ。
いきなりおおかみにであって…。

94 ﾏ／E ﾏ あおい目のこねこ エゴン・マチーセン 福音館書店
あおい目だってへんてこじゃないよ。ほんわか、こねこのぼう
けん物語。

93 ﾘ はなのすきなうし マンロー・リーフ 岩波書店
ふぇるじなんどはのんびりやのこうし。ところがあばれうしに
まちがわれて闘牛場におくられちゃった！

E ﾛ どろんここぶた
アーノルド・ローベ
ル

文化出版局
まちでみつけたどろんこにはいって、うごけなくなってしまっ
たこぶた。まちはおおさわぎ！


