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書名 巻次 著者名 出版者
おちばであそぼう ひさかたチャイルド
そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ∥さく 小学館
おはなをどうぞ 三浦　太郎∥作 のら書店
ナナコのキッチンガーデン はせがわ かこ∥作  絵 講談社
ナミチカのきのこがり 降矢　なな∥作 童心社
ふたごのどんぐり 上野  与志∥作 文研出版
さとやまさん 工藤 直子∥文 アリス館
生きものとつながる石ころ探検 盛口 満∥文  絵 少年写真新聞社
ぐるぐるちゃん 長江　青∥文　絵 福音館書店
ばけばけはっぱ 藤本　ともひこ∥著 ハッピーオウル社
花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めも 春田 香歩∥[著] 偕成社

木はいいなあ
ジャニス・メイ・ユー
ドリイ∥さく

偕成社

ひろって調べる落ち葉のずかん 安田 守∥写真  文 岩崎書店
にちようびの森 はた  こうしろう∥さ ハッピーオウル社
もみじのてがみ きくち ちき∥作  絵 小峰書店
おちばいちば 西原　みのり∥作 ブロンズ新社
いちょうの実 宮沢　賢治∥作 三起商行
１４ひきのあきまつり いわむら／かずお∥さ 童心社
あれあれ？そっくり！ 今森  光彦∥著 ブロンズ新社
おいも! 石津 ちひろ∥文 小峰書店
わたしのにわ ケビン　ヘンクス∥さ ＢＬ出版
めだか 吉崎／正巳∥さく 福音館書店
たねがとぶ 甲斐／信枝∥さく 福音館書店
木の実ノート いわさ／ゆうこ∥作 文化出版局
わんぱくだんのどんぐりまつり ゆきの　ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
バムとケロのもりのこや 島田　ゆか∥作　絵 文渓堂
ティモシーとサラともりのようせい 芭蕉／みどり∥作・絵 ポプラ社
くまのごろりんと川のひみつ やえがし　なおこ∥作 岩崎書店
木の実とともだち 松岡／達英∥構成 偕成社
親子で楽しむしぜんあそび図鑑 山本　克彦∥監修 チャイルド本社
きのこはともだち 松岡／達英∥構成 偕成社
だんまりこおろぎ エリック＝カール∥さ 偕成社
もりのかくれんぼう 末吉／暁子∥作 偕成社
あきぞらさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社
草花とともだち 松岡／達英∥構成 偕成社
あきのセーターをつくりに 石井 睦美∥文 ブロンズ新社
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だいすき、バードウォッチング
サイモン・ジェームズ
∥さく

評論社

すみれとあり 矢間／芳子∥さく 福音館書店
ピヨピヨもりのゆうえんち 工藤　ノリコ∥著 佼成出版社
すくすくのはら 近藤／薫美子∥著 アリス館
つちどすん 新井　洋行∥さく 童心社
あめのひのえんそく 間瀬　なおかた∥作 ひさかたチャイルド
かき 矢間／芳子∥さく 福音館書店
どんなふうにみえるの? 林 木林∥作 鈴木出版

みどりの船
クェンティン・ブレイ
ク∥作

あかね書房

森の工作図鑑 ｖｏｌ．１ 岩藤　しおい∥著 いかだ社
がいろじゅ 菅原／久夫∥文 福音館書店
ぼくの草のなまえ 長尾  玲子∥さく 福音館書店

くまちゃんとおじさん、かわをゆく
ほりかわ　りまこ∥ぶ
んとえ

ハッピーオウル社

あっおちてくるふってくる ジーン・ジオン∥ぶん あすなろ書房
チリとチリリはらっぱのおはなし どい　かや∥作 アリス館
かぜフーホッホ 三宮　麻由子∥ぶん 福音館書店
けん太と山どり 小林　しげる∥文 文研出版
あげは 小林／勇∥ぶん・え 福音館書店

いっぽんのきのえだ
コンスタンス  アン
ダーソン∥作

ほるぷ出版

むぎばたけ アリスン・アトリー∥ 福音館書店
たべられるしょくぶつ 森谷／憲∥ぶん 福音館書店
ヤービの深い秋 梨木 香歩∥著 福音館書店
ソフィーのやさいばたけ ゲルダ  ミューラー∥ ＢＬ出版
木があつまれば、なんになる? おおぎやなぎ ちか∥作 あかね書房
ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ∥さく 童心社
くさむらのむしたち 得田／之久∥さく 童心社

ことりのいえ
ビジョー・ル・トール
∥さく・え

河合楽器製作所・出
版事業部

ねっこ 平山／和子∥さく 福音館書店
トチの木の１年 太田　威∥写真　文 福音館書店
竹とぼくとおじいちゃん 星川　ひろ子∥著 ポプラ社
とんぼ 得田　之久∥ぶん　え 福音館書店
世界の外あそび学じてん こどもくらぶ∥編さん 今人舎
いえのまわりのくさばな 島津／和子∥さく 童心社
みつけたよさわったよにわのむし 沢口　たまみ∥ぶん 福音館書店
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木工少女 浜野　京子∥著 講談社
あかいはっぱきいろいはっぱ ロイス・エイラト∥さ 福音館書店
せんせい！これなあに？ 5 偕成社
山のごちそうどんぐりの木 ゆのき／ようこ∥文 理論社
カモノハシのプラティたからさがしにいく クリス・リデル∥作 講談社
ざっそう 甲斐／信枝∥ぶん・え 福音館書店
せんせい！これなあに？ 3 偕成社
森の工作図鑑 ｖｏｌ．２ 岩藤　しおい∥著 いかだ社

ふしぎなふしぎなまほうの木
クリスティ  マシソン
∥作

ひさかたチャイルド

どんぐりしいちゃん かとう／まふみ∥作・ 教育画劇
むしっこいちば 沢口／たまみ∥文 教育画劇
やさいぺたぺたかくれんぼ 松田  奈那子∥作 アリス館

木のすきなケイトさん
Ｈ．ジョゼフ  ホプキ
ンズ∥文

ＢＬ出版

かごにのって とよた  かずひこ∥著 アリス館

やまのぼり
さとう／わきこ∥さ
く・え

福音館書店

やさいでぺったん よしだ／きみまろ∥さ 福音館書店
わーいどろんこ しみず　みちを∥文 教育画劇
自然のとびら ケイ  マグワイア∥文 アノニマ・スタジオ
子リスをそだてた森 増田／戻樹∥写真・文 あかね書房
にわのやさい 島津／和子∥さく 童心社
いろいろはっぱ 小寺 卓矢∥写真  文 アリス館
どんぐりノート いわさ／ゆうこ∥作 文化出版局
はっぱのおうち 征矢／清∥さく 福音館書店
とべたよとべたよ わかやま　しずこ∥さ 童心社
ぼくの庭ができたよ ゲルダ  ミューラー∥ 文化出版局
しきしきむらのあき 木坂／涼∥文 岩波書店
どんぐりだんご 小宮山／洋夫∥さく 福音館書店
しろいちょうちょがとんでるよ 村上  康成∥作  絵 ひさかたチャイルド
ようこそこいぬレキのにわへ 広野／多珂子∥作・絵 教育画劇
もりのかくれんぼう 末吉／暁子∥作 偕成社
ちいさなくも エリック・カール∥さ 偕成社
ぐりとぐらのうたうた１２つき なかがわ／りえこ∥文 福音館書店
いもほりやま 山岡　みね∥作　絵 岩崎書店
くりひろい 【イェン】　大椿∥ぶ 福音館書店
さわさわもみじ ひがし　なおこ∥さく くもん出版
ひとつぶのもりのたね 千世　繭子∥作 フレーベル館
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いもほり はまの　ゆか∥作 ほるぷ出版
どんぐり こが ようこ∥ぶん  え 大日本図書
スズムシくん 木坂　涼∥文 福音館書店
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