
小学校配置用「学校ぶんこ」タイトルリスト

小学校１・２年生向け 分類順
書　　　　名 作　　　者 分類

1 １００まんびきのねこ Ｗ．ガアグ 絵本
2 １１ぴきのねこ 馬場のぼる 絵本
3 １１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる 絵本
4 １１ぴきのねことぶた 馬場のぼる 絵本
5 赤ずきん Ｂ．ワッツ 絵本
6 あがりめさがりめ ましませつこ 絵本
7 あしのうらのはなし やぎゅうげんいちろう 絵本
8 あひるのたまご さとうわきこ 絵本
9 あやちゃんのうまれたひ 浜田桂子 絵本
10 ありこのおつかい 中川宗弥 絵本
11 アンディとらいおん Ｊ．ドーハーティ 絵本
12 いそがしいよる さとうわきこ 絵本
13 いたずらきかんしゃちゅうちゅう Ｖ．Ｌ．バートン 絵本
14 いちねんせい 和田誠 絵本
15 いっすんぼうし 秋野不 絵本
16 いっぱいやさいさん まどみちお／文 絵本
17 うさぎのみみはなぜながい 北川民次 絵本
18 うまかたやまんば 赤羽末吉 絵本
19 海のおばけオーリー Ｍ．Ｈ．エッツ 絵本
20 うみべのハリー Ｍ．グレアム 絵本
21 王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉 絵本
22 おおかみと七ひきのこやぎ Ｆ．ホフマン 絵本
23 おおきいツリーちいさいツリー Ｒ．バリー 絵本
24 おおきなかぶ 佐藤忠良 絵本
25 おしいれのぼうけん 古田足日 絵本
26 おじさんのかさ さのようこ 絵本
27 おだんごぱん 瀬田貞二／訳 絵本
28 おばけリンゴ ヤーノシュ 絵本
29 おひさまがいっぱい 堀内誠一 絵本
30 おふろだいすき 林明子 絵本
31 おふろやさん 西村繁男 絵本
32 おまたせクッキー パット=ハッチンス 絵本
33 おやつがほーいどっさりほい 梅田俊作 絵本
34 およぐ なかのひろたか 絵本
35 かあさんになったあーちゃん 長野ヒデ子／絵 絵本
36 かいじゅうたちのいるところ Ｍ．センダック 絵本
37 かさじぞう（こどものとも傑作集） 赤羽末吉 絵本
38 かさぶたくん やぎゅうげんいちろう 絵本
39 かさぶたってどんなぶた スズキコージ／画 絵本
40 かぜのこもりうた くどうなおこ 絵本
41 かぞえうたのほん スズキコージ 絵本
42 かちかちやま 赤羽末吉 絵本
43 かにむかし 清水崑 絵本
44 かみコップでつくろう よしだきみまろ　　 絵本
45 かみひこうき 小林実 絵本
46 かもさんおとおり Ｒ．マックロスキー 絵本
47 カユイカユイ 毛利子来 絵本
48 からすのパンやさん 加古里子 絵本
49 かわ 加古里子 絵本
50 ききみみずきん 初山滋／絵 絵本
51 キャベツくん 長新太 絵本
52 きゅうきゅうばこ 山田真 絵本
53 きょうはみんなでクマがりだ Ｈ．オクセンバリー 絵本
54 きょだいなきょだいな 長谷川摂子／作 絵本

※この中から、各学校の児童数にあわせて配置しています。（市内すべての小学校に全タイトルが配置されているわけではありません。）



55 ぐりとぐら 大村百合子 絵本
56 ぐりとぐらとくるりくら 大村百合子 絵本
57 ぐりとぐらのえんそく 大村百合子 絵本
58 ぐりとぐらのおおそうじ 大村百合子 絵本
59 ぐりとぐらのおきゃくさま 大村百合子 絵本
60 ぐりとぐらのかいすいよく 大村百合子 絵本
61 くわずにょうぼう 赤羽末吉 絵本
62 くんちゃんとにじ Ｄ．マリノ 絵本
63 くんちゃんとふゆのパーティー Ｄ．マリノ 絵本
64 くんちゃんのだいりょこう Ｄ．マリノ 絵本
65 くんちゃんのはじめてのがっこう Ｄ．マリノ 絵本
66 くんちゃんのもりのキャンプ Ｄ．マリノ 絵本
67 げんきなマドレーヌ Ｌ．ベーメルマンス 絵本
68 こぎつねコンとこだぬきポン 二俣英五郎 絵本
69 こすずめのぼうけん 堀内誠一 絵本
70 ことばのこばこ 和田誠 絵本
71 これはのみのぴこ 和田誠 絵本
72 ざりがに (かがくのとも傑作集) 吉崎正巳 絵本
73 サンドイッチつくろう さとうわきこ 絵本
74 三びきのこぶた 山田三郎 絵本
75 三びきのやぎのがらがらどん Ｍ．ブラウン 絵本
76 ジオジオのかんむり 岸田衿子 絵本
77 じごくのそうべえ 田島征彦 絵本
78 したきりすずめ 赤羽末吉 絵本
79 しっぽのはたらき 薮内正幸 絵本
80 じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ・Ａ・レイ 絵本
81 ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード 絵本
82 ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン 絵本
83 少年と子だぬき 杉浦範茂 絵本
84 しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬 絵本
85 しろいうさぎとくろいうさぎ Ｇ．ウィリアムズ 絵本
86 すいかのたね さとうわきこ 絵本
87 スイミー Ｌ．レオニ 絵本
88 ずーっとずっとだいすきだよ Ｈ．ウィルヘルム 絵本
89 スーホの白い馬 赤羽末吉 絵本
90 杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山弘之 絵本
91 すてきな三にんぐみ Ｔ．アンゲラー 絵本
92 せみとりめいじん かみやしん 絵本
93 せんたくかあちゃん さとうわきこ 絵本
94 そらいろのたね なかがわえりこ　　 絵本
95 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン 絵本
96 だいくとおにろく 赤羽末吉 絵本
97 たいへんなひるね さとうわきこ 絵本
98 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子 絵本
99 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 絵本
100 だれだかわかるかい？ 今森光彦 絵本
101 ちいさなもみのき Ｍ．Ｗ．ブラウン 絵本
102 ちいちゃんのかげおくり 上野紀子 絵本
103 ちからたろう 田島征三 絵本
104 チロヌップのきつね たかはしひろゆき 絵本
105 てじなでだましっこ 佐伯俊男 絵本
106 てぶくろ E．ラチョフ 絵本
107 てぶくろをかいに 若山憲 絵本
108 てんてんむし あべ弘士 絵本
109 どうぶつはやくちあいうえお 片山健 絵本
110 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 絵本
111 となりのせきのますだくん 武田美穂 絵本
112 とべバッタ 田島征三 絵本
113 どろんこおそうじ さとうわきこ 絵本
114 どろんこハリー Ｍ．グレアム 絵本
115 とんことり 林明子 絵本



116 長ぐつをはいたねこ ハンス・フィッシャー／ぶん・え 絵本
117 なく虫ずかん 松岡達英／え 絵本
118 なぞなぞ１００このほん M．ミトゥーリチ／絵 絵本
119 二ひきのこぐま イーラ／作 絵本
120 ねえ、どれが　いい？ Ｊ．バーニンガム 絵本
121 ねこのくにのおきゃくさま Ｓ．ウェツタシンハ 絵本
122 ねむりひめ ホフマン 絵本
123 のろまなローラー 山本忠敬 絵本
124 はちうえはぼくにまかせて Ｍ．グレアム 絵本
125 はちみついろのうま 小風さち 絵本
126 バックルさんとめいけんグロリア Ｐ．ラスマン 絵本
127 はなのあなのはなし 柳生弦一郎 絵本
128 はなのすきなうし Ｒ．ローソン 絵本
129 はなのみち 土田義晴 絵本
130 はなをくんくん ルース・クラウス 絵本
131 ばばばあちゃんのアイスパーティー さとうわきこ 絵本
132 はははのはなし かこさとし 絵本
133 ハリーのセーター Ｍ．グレアム 絵本
134 パンのかけらとちいさなあくま 堀内誠一／画 絵本
135 ピーターのいす Ｅ．Ｊ．キーツ 絵本
136 ピーターのとおいみち バーバラ・クーニー 絵本
137 ひとまねこざる Ｈ・Ａ・レイ 絵本
138 ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ・Ａ・レイ 絵本
139 ひとまねこざるのＡＢＣ Ｈ・Ａ・レイ 絵本
140 ひとまねこざるびょういんへいく Ｈ・Ａ・レイ 絵本
141 ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょうりブック 平野レミ 絵本
142 びりのきもち 阪田寛夫 絵本
143 ふしぎなたいこ 石井桃子 絵本
144 ふしぎなたけのこ 松野正子 絵本
145 ふたりはいっしょ Ａ．ローベル 絵本
146 ふたりはいつも Ａ．ローベル 絵本
147 ふたりはきょうも Ａ．ローベル 絵本
148 ふたりはともだち Ａ．ローベル 絵本
149 ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫 絵本
150 ふるやのもり 田島征三 絵本
151 ブレーメンのおんがくたい Ｈ．フィツシャー 絵本
152 ペチューニアのだいりょこう Ｒ．デュボワザン 絵本
153 へびのクリクター Ｔ．ウンゲラー 絵本
154 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ 絵本
155 ぼくにげちゃうよ Ｃ．ハード 絵本
156 ぼくのいぬがまいごです Ｅ．Ｊ．キーツ 絵本
157 ぼくのわたしのこんちゅうえん 小林俊樹 絵本
158 ポケットのないカンガルー Ｈ・Ａ・レイ 絵本
159 ますだくんとはじめてのせきがえ 武田美穂 絵本
160 ますだくんとまいごのみほちゃん 武田美穂 絵本
161 ますだくんのランドセル 武田美穂 絵本
162 マドレーヌといぬ Ｌ．ベーメルマンス 絵本
163 まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・ワイズ・ブラウン 絵本
164 みんなのベロニカ Ｒ．デュボワザン 絵本
165 むしたちのさくせん 宮武頼夫 絵本
166 めっきらもっきらどおんどん ふりやなな 絵本
167 めのまどあけろ 谷川俊太郎 絵本
168 もうどうけんドリーナ 土田ヒロミ 絵本
169 もこ　もこもこ 元永定正 絵本
170 ももたろう 赤羽末吉 絵本
171 もりたろうさんのじどうしゃ おおいしまこと 絵本
172 やこうれっしゃ 西村繁男 絵本
173 やさいでぺったん よしだきみまろ　　 絵本
174 やどかりのおひっこし エリック=カール 絵本
175 やまのぼり さとうわきこ 絵本
176 やまんばのにしき せがわやすお 絵本



177 よかったねネッドくん Ｒ．チャーリップ 絵本
178 よるのねこ ダーロフ・イプカー 絵本
179 よわいかみ　つよいかたち かこさとし 絵本
180 ラチとらいおん Ｍ．ベロニカ 絵本
181 ロバのシルベスターとまほうのこいし Ｗ．スタイグ 絵本
182 わすれられないおくりもの Ｓ．バーレイ 絵本
183 わたし 長新太 絵本
184 わたしのろばベンジャミン Ｌ．オスベック 絵本
185 ワニのライルおかあさんをみつける Ｂ．ウェーバー 絵本
186 ワニのライルがやってきた Ｂ．ウェーバー 絵本
187 ワニのライルとどろぼうじけん Ｂ．ウェーバー 絵本
188 ワニのライルは会社のにんきもの Ｂ．ウェーバー 絵本
189 わんぱくだんのかくれんぼ 末崎茂樹 絵本
190 わんぱくだんのはっらぱジャングル 末崎茂樹 絵本
191 町たんけん 秋山とも子 絵本
192 いろんな場所の虫さがし 藤丸篤夫 Ｋ  ４８６  フ
193 こいぬがうまれるよ Ｊ．コール Ｋ  ６４５　コ
194 なぞなぞのへや 石津ちひろ Ｋ　０３１　イ
195 みえないってどんなこと？ 星川ひろ子 Ｋ　３６９　ホ
196 わたしたちのトビアス Ｃ．スベドベリ K　３７８　ワ
197 植物あそび ながたはるみ K　３８４　ナ
198 世界のあいさつ 長新太 Ｋ　３８５　チ
199 どうぶつことわざえほん きたやまようこ Ｋ　３８８　キ
200 ひとしずくの水 Ｗ．ウイック Ｋ　４３５　ウ
201 草の名前が葉っぱでわかる 近田文弘 Ｋ　４７０　コ
202 みんなのかお さとうあきら Ｋ　４８０　サ
203 ざりがにちょっきん 久保秀一／写真 Ｋ　４８５　ナ
204 花の虫さがし 藤丸篤夫 Ｋ　４８６　フ
205 オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本かずとし Ｋ　４８７　ヤ
206 おねしょの名人 山田真 Ｋ　４９３　ヤ
207 地下鉄のできるまで 加古里子 Ｋ　５１６　カ
208 しもんスタンプでかいてみよう エド・エンバリー Ｋ　７２６　エ
209 サインとマーク（ピクチャ－コミュニケ－ション） 村越愛策【監修】 Ｋ　７２７　サ
210 世界のマーク 太田幸夫【監修】 Ｋ　７２７　セ
211 なまくらトック 東京子ども図書館 Ｋ　９０８　ナ
212 なぞなぞあそびうた 角野栄子 Ｋ　９１１　カ
213 ことばあそび１年生 Ｋ　９１１　コ
214 ことばあそび２年生 Ｋ　９１１　コ
215 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ Ｋ　９１１　シ
216 ことばあそびうた 谷川俊太郎 Ｋ　９１１　タ
217 みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ Ｋ　９１１　ミ
218 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 Ｋ　９１３　ア
219 ごきげんなすてご いとうひろし Ｋ　９１３　イ
220 ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢利子 Ｋ　９１３　カ
221 くまの子ウーフ 神沢利子 Ｋ　９１３　カ
222 こんにちはウーフ 神沢利子 Ｋ　９１３　カ
223 スパゲッティがたべたいよう 角野栄子 Ｋ　９１３　カ
224 ふらいぱんじいさん 神沢利子 Ｋ　９１３　カ
225 ジオジオのたんじょうび 岸田衿子 Ｋ　９１３　キ
226 ジオジオのパンやさん 岸田衿子 Ｋ　９１３　キ
227 ともだちいっぱい 工藤直子 K　９１３　ク
228 ペンギンしょうぼうたい 斉藤洋 Ｋ　９１３　サ
229 ペンギンたんけんたい 斉藤洋 Ｋ　９１３　サ
230 たからものくらべ 杉山亮 Ｋ　９１３　ス
231 うさんごろとおばけ 瀬名恵子 Ｋ　９１３　セ
232 ねずくんとらくんのあついあついあつい たるいしまこ Ｋ　９１３　タ
233 のはらクラブのこどもたち たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ
234 のはらクラブのちいさなおつかい たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ
235 へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ
236 へんてこもりのコドロボー たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ
237 へんてこもりのなまえもん たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ



238 みどりいろのたね たかどのほうこ Ｋ　９１３　タ
239 こぎつねコンチ 中川李枝子 Ｋ　９１３　ナ
240 ネコのタクシー 南部和也 Ｋ　９１３　ナ
241 ごんぎつねとてぶくろ 新美南吉 K　９１３　ニ
242 はじめてのキャンプ 林明子　　　 Ｋ　９１３　ハ
243 おかあさんがいっぱい 東君平 Ｋ　９１３　ヒ
244 どれみふぁけろけろ 東君平 Ｋ　９１３　ヒ
245 大きい１年生と小さな２年生 古田足日 Ｋ　９１３　フ
246 こうさぎのジャムつくり 森山京 Ｋ　９１３　モ
247 カエルのべんとうや 安江リエ Ｋ　９１３　ヤ
248 そらをとんだけいこのあやとり やまわきゆりこ Ｋ　９１３　ヤ
249 もりのへなそうる 渡辺茂男 Ｋ　９１３　ワ
250 おとこの子とおもっていた犬 コーラ・アネット Ｋ　９３３　ア
251 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー Ｋ　９３３　ア
252 番ねずみのヤカちゃん Ｒ．ウィルバー K　９３３　ウ
253 ちびっこタグボート ハーディー・グラマトキー Ｋ　９３３　グ
254 ポケットのたからもの R．コーディル Ｋ　９３３　コ
255 だいじなはこをとりかえせ（めいたんていネート１） Ｍ．Ｗ．シャーマット Ｋ　９３３　シ
256 だんごをなくしたおばあさん 小泉八雲 Ｋ　９３３　ハ
257 きょうりゅうが学校にやってきた Ａ．フォーサイス Ｋ　９３３　フ
258 きょうりゅうが図書館にやってきた Ａ．フォーサイス Ｋ　９３３　フ
259 ぺちゃんこスタンレー Ｊ．ブラウン Ｋ　９３３　ブ
260 ぞうのオリバー シド・ホフ Ｋ　９３３　ホ
261 ちびっこ大せんしゅ Ｓ．ホフ Ｋ　９３３　ホ
262 おじいちゃんとおばあちゃん Ｅ．Ｈ．ミナリック Ｋ　９３３　ミ
263 こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック Ｋ　９３３　ミ
264 りすのスージー Ｍ．ヤング Ｋ　９３３　ヤ
265 あのね、わたしのたからものはね Ｊ．Ｍ．ユードリィ Ｋ　９３３　ユ
266 わたしのおかあさんは世界一びじん Ｂ．ライアー Ｋ　９３３　ラ
267 ちびドラゴンのおくりもの Ｉ．コルショノフ Ｋ　９４３　コ
268 小さいおばけ オトフリート・プロイスラー Ｋ　９４３　プ
269 あおい目のこねこ Ｅ．マチーセン Ｋ　９４９　マ
270 ロッタちゃんのひっこし Ａ．リンドグレーン Ｋ　９４９　リ
271 まりーちゃんとひつじ Ｓ．フランソワーズ Ｋ　９５３　セ
272 はんぶんのおんどり Ｒ．マゾン Ｋ　９５３　ロ


