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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
「あ～めんどくさい!」と思った時に読む
ママ友の距離感

西東 桂子∥著 青春出版社 2018.8

これで解決。働くママが必ず悩む３６の 毛利  優子∥著 日本実業出版社 2015.5
わが子のスマホ・ＬＩＮＥデビュー安心
安全ガイド

小林  直樹∥著 日経ＢＰ社 2014.3

お母さんのための子供のデジタルマナー
としつけ

中元  千鶴∥著
シーアンドアー
ル研究所

2012.12

働くママとパパのためのはじめての小学
校＆学童保育

保育園を考える親の会
∥編

学陽書房 2000.1

まさかわたしがＰＴＡ！？ まつい　なつき∥著
メディアファク
トリー

2010.3

写真でわかるはじめての小学校生活 笹森  洋樹∥編著 合同出版 2014.9
本当は怖い小学一年生 汐見  稔幸∥著 ポプラ社 2013.9
こどもがまいにちつかうもの 石川　ゆみ∥著 筑摩書房 2011.3
いちばんわかりやすい通園・通学小物の
基礎ＢＯＯＫ

リトルバード∥編 成美堂出版 2014.2

基本の通園通学小物 ブティック社 2011.12
お気に入りの通園＆通学グッズ 戸崎／尚美∥著 文化出版局 2003.1
朝ラク園児のおべんとう ブティック社 2011.3
ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの子どもがよろ
こぶ魔法のおべんとう

稲熊　由夏∥著 大和書房 2010.3

園児のおいしいおべんとう 吉田　瑞子∥著 新星出版社 2008.3
５分・１０分・１５分子どものお弁当 吉田／瑞子∥著 永岡書店 2005.2
学校生活応援ブック 入門百科＋編集部∥編 小学館 2014.3
生きかたルールブック 齋藤 孝∥監修 日本図書セン 2019.7
小学生になったらどうするんだっけ 辰巳  渚∥著 毎日新聞出版 2017.2
なやみと～る 5 岩崎書店 2018.1
学研まんがＮＥＷ日本の歴史 1 大石　学∥総監修 学研教育出版 2012.11
こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉 正樹∥監修 三省堂 2018.9
こどもあんぜん図鑑 講談社∥編 講談社 2015.2
学校にある道具使い方事典 梅澤 真一∥監修 PHP研究所 2018.2
はっけん！がっこうのあっ！ 石津　ちひろ∥ぶん 大日本図書 2012.7
クイズでわかる!学校の生活 1 広中 忠昭∥監修 学研プラス 2019.2
クイズでわかる!学校の生活 2 広中 忠昭∥監修 学研プラス 2019.2
外国の小学校 斎藤／次郎∥文 福音館書店 1991.1
小学生になったら図鑑 長谷川 康男∥監修 ポプラ社 2018.11
大人になってこまらないマンガで身につ
くマナーと礼儀

辰巳  渚∥監修 金の星社 2016.9
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気をつけよう！ＳＮＳ 1 小寺  信良∥著 汐文社 2013.11
気をつけよう！ＳＮＳ 3 小寺  信良∥著 汐文社 2014.2
スマホ・パソコン・ＳＮＳ 講談社∥編 講談社 2015.2
自転車ルールを守って楽しく乗ろう １巻 和田／浩明∥文 汐文社 2003.1
自転車ルールを守って楽しく乗ろう ２巻 和田／浩明∥文 汐文社 2003.11
自転車ルールを守って楽しく乗ろう ３巻 和田／浩明∥文 汐文社 2003.11
家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤  美季∥著 誠文堂新光社 2014.12
家庭でマスター！小学生のスマホ免許 遠藤  美季∥著 誠文堂新光社 2014.12
気をつけよう！スマートフォン 1 小寺  信良∥著 汐文社 2014.1
気をつけよう！スマートフォン 3 小寺  信良∥著 汐文社 2015.3
みちくさ一年生 あまん／きみこ∥作 講談社 1990.4
びりっこ一年生 あまん／きみこ∥作 講談社 1994.2
すみれちゃんは一年生 石井　睦美∥作 偕成社 2007.12
ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川／宣子∥さく 福音館書店 2006.4
おばけのソッチ１年生のまき 角野／栄子∥さく ポプラ社 1983.3
ぷぷぷうプウタは一年生 神沢　利子∥作 講談社 2008.3
いちねんせいがあるきます！ 北川　チハル∥作 ポプラ社 2011.2
いちねんせいのよーい、どん！ 北川　チハル∥作 ポプラ社 2011.1
せすじゾクゾクようかい話 木暮／正夫∥文 岩崎書店 1988.3
こぎつねいちねんせい 斉藤　洋∥作 あかね書房 2013.2
ざわざわ森のがんこちゃんあたらしいお
ともだち

末吉／暁子∥文 講談社 1997.4

かいじゅうぼうやも一年生 すえよし／あきこ∥作 小学館 2005.4
やまんば妖怪学校 1 末吉　暁子∥作 偕成社 2008.6
ほんとにほんとの１ねんせい 鈴木／喜代春∥作 金の星社 1990.12
一年生になったぞワン 竹崎／有斐∥作 あかね書房 1976.3

ランドセルいっしょけんめい
とよた／かずひこ∥さ
く・え

ポプラ社 2004.3

もうじき一年生 長崎／源之助∥作 岩崎書店 1984.9
こねこのレイコは一年生 ねぎし  たかこ∥作 のら書店 2014.2
そらとぶこくばん ねじめ／正一∥さく 福音館書店 2004.4
タイムチケット 藤江　じゅん∥作 福音館書店 2009.4

カメヤマカメタの一がっき
ふなざき／よしひこ∥
さく

草土文化 1988.5

ほうれんそうマンよいこの１年生 みづしま／志穂∥さく ポプラ社 1985.3
のねずみくんは一ねんせい 和田／玲子∥作 岩崎書店 1986.3
わすれんぼ一年生 あまん／きみこ∥作 講談社 1999.1
るすばん一年生 あまん／きみこ∥作 講談社 1991.7
まよいご一年生 あまん／きみこ∥作 講談社 1990.6
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のんちゃんはくまぐみです 今関／信子∥文 童心社 1999.4
ぷーらりさんと１ねんせい 角野／栄子∥さく ポプラ社 1996.3
がんばれなきむし１ねんせい 浜野／卓也∥作 金の星社 1996.6
まほうの石で大へんしん 早川／真知子∥作 あかね書房 1998.3
まほうの遠足ききいっぱつ 早川／真知子∥著 あかね書房 1998.9
まほうのポシェット大ばくはつ 早川／真知子∥作 あかね書房 1996.12
１ねんサルぐみへようこそ！ 舟崎／靖子∥さく ポプラ社 1997.4
こだぬきくんは１ねんせい 渡辺／有一∥さく・え ポプラ社 1995.5
魔女学校の一年生 ジル・マーフィ∥作・ 評論社 2002.7

のっぽのミニはどきどき１年生
クリスティーネ・ネス
トリンガー∥作

くもん出版 1994.7

ゆっくりにっこり 木島 始∥作 偕成社 1995.4
おひさまえんのさくらのき あまん／きみこ∥作 あかね書房 2005.11
ともだちいっぱい 新沢／としひこ∥作 ひかりのくに 2002.3
メルくんようちえんにいく おおとも／やすお∥さ 福音館書店 2000.3
ことりようちえんのいちねんかん たかてら　かよ∥文 講談社 2010.2
ぼく、ようちえんにいくんだ！ 清水／達也∥さく ＰＨＰ研究所 1994.3
もうすぐ一年生 桑原／伸之∥さく 小峰書店 2003.2
４にんそろってこうつうあんぜん 岡本／一郎∥作 世界文化社 2000.6

うさぎ小学校
アルベルト　ジクス
トゥス∥文

徳間書店 2007.7

タイムカプセル おだ　しんいちろう∥ フレーベル館 2011.2
ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめて
のようちえん

バレリー・ゴルバチョ
フ∥作・絵

徳間書店 2006.1

ようちえんにいくんだもん 角野　栄子∥文
文化学園文化出
版局

2011.12

６さいのきみへ 佐々木　正美∥文 小学館 2011.3
魔女のワンダは新入生 マーク　スペリング∥ 小峰書店 2006.9

エルフ、がっこうへいく
ハルメン　ファン　ス
トラーテン∥絵と文

セーラー出版 2008.5

がっこうでトイレにいけるかな？ 村上／八千世∥文 ほるぷ出版 2004.8
まもる！ せべ　まさゆき∥絵 学研 2006.7
もくちゃんもこちゃんのはじめてのよう
ちえん

神沢／利子∥さく ＰＨＰ研究所 2005.3

おつきさまはいちねんせい きたやま  ようこ∥文 講談社 2014.3

ぜったいがっこうにはいかないからね
ローレン・チャイルド
∥作

フレーベル館 2004.3

先生はシマンチュ一年生 灰谷／健次郎∥文 童心社 2003.6
もうすぐ１ねんせい つよし　ゆうこ∥さく 童心社 2009.2
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はじめてのはじまり 中川 ひろたか∥ぶん 小学館 2018.3
みてよぴかぴかランドセル あまん　きみこ∥文 福音館書店 2011.2
教室はまちがうところだ 蒔田／晋治∥作 子どもの未来社 2004.5
とん　ことり 筒井／頼子∥さく 福音館書店 1989.2

がっこう
ジョン・バーニンガム
∥作

富山房 1976

みんなおおきくなった 中川  ひろたか∥文 世界文化社 2015.3
ようちえんのいちにち おか／しゅうぞう∥さ 佼成出版社 2005.1
ちびうさがっこうへ！ ハリー・ホース∥作 光村教育図書 2005.2
そつぎょう 松本  猛∥作 岩崎書店 2015.3

ようちえんにいきたいな
アンバー　スチュアー
ト∥文

徳間書店 2010.1

さくららぐみのおともだち みやもと／ただお∥さ 佼成出版社 2006.1
はるばるえんのあたらしいともだち 戸田　和代∥作 鈴木出版 2010.7
みんなともだち 中川／ひろたか∥文 童心社 1998.1
ランドセルがやってきた 中川　ひろたか∥文 徳間書店 2009.1
おおきくなるっていうことは 中川／ひろたか∥文 童心社 1999.1
がっこうだってどきどきしてる アダム  レックス∥文 ＷＡＶＥ出版 2017.2
いちねんせい 谷川／俊太郎∥詩 小学館 1988.1

ビリーはもうすぐ１ねんせい
ローレンス・アンホー
ルト∥文

岩波書店 1997.5

１年生になりました！
ジャネット・アルバー
グ∥作

文化出版局 1990.1

一年生になるんだもん 角野／栄子∥文 文化出版局 1997.9
ねえきいてよ さとう／まきこ∥作 講談社 1995.11
ますだくんのランドセル 武田／美穂∥作・絵 ポプラ社 1995.1
いちねんせい はせがわ／ほういち∥ フレーベル館 1997.1
ようちえん はせがわ／ほういち∥ フレーベル館 1997.1

あした、がっこうへいくんだよ
ミルドレッド・カント
ロウィッツ∥ぶん

評論社 1981.9

ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田／岩緒∥作 童心社 1991.2
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