
分　類 タ　イ　ト　ル

 E    ｱﾘ あしたから１ねんせい きむら　ゆういち　さく 有田　奈央　え

 E    ｷﾀ いけいけ！しょうがくいちねんせい 中川　ひろたか　ぶん 北村　裕花　え

 E    ｶﾜ １ねん１くみの１にち 川島　敏生　写真・文

 E    ﾜﾀﾞ いちねんせい 谷川　俊太郎　詩 和田　誠　絵

 E    ｲｸﾞ いちねんせいになったあなたへ 江國　香織　詩 井口　真吾　絵

 E    ﾀﾅ いちねんせいになったから！ くすのき　しげのり　作 田中　六大　絵

 E    ｶﾍﾞ 一ねんせいになったら まど　みちお　詞 かべや　ふよう　絵

 E    ｵｵ 一年生になるんだもん 角野　栄子　文 大島　妙子　絵

 E　 ﾌｼﾞ いちねんせいのいちにち おか　しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え

 E    ﾌｼﾞ いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え

 E    ｺｯ うさぎ小学校 アルベルト・ジクストゥス　文 フリッツ・コッホ＝ゴータ　絵

 E    ﾊｲ うさぎ小学校のえんそく アルベルト・ジクストゥス　文 リヒャルト・ハインリヒ　絵

 E   ﾌﾞﾙ 👶 うさこちゃんがっこうへいく ディック　ブルーナ　ぶん・え まつおか　きょうこ　やく

 E    ｲﾄ 海の小学校 あまん　きみこ　ぶん いとう　えみ　え

 E    ｷﾀ うわさのようちえん きたやま　ようこ　著

 E    ｷﾀ 👶 うわさのようちえん　あきばこのうわさ きたやま　ようこ　作

 E    ｷﾀ 👶 うわさのようちえん　かくれんぼのうわさ きたやま　ようこ　作

 E　 ﾕﾁ えらいこっちゃのいちねんせい かさい　まり　文 ゆーち　みえこ　絵

 E   ｼﾞﾝ おこめようちえん 苅田　澄子　文 陣崎　草子　絵

 E    ｶｺ おたまじゃくしのしょうがっこう かこ　さとし　作・絵

 E   ﾀﾞﾊ おつきさまはいちねんせい きたやま　ようこ　文 アンドレ　ダーハン　絵

 E    ﾛﾋﾞ がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス　文 クリスチャン　ロビンソン　絵

 E    ﾔﾏ 学校ななふしぎ 斉藤　洋　文 山本　孝　絵

 E    ｵｵ かぶとむしランドセル ふくべ　あきひろ　さく おおの　こうへい　え

 E　 ﾐﾔ がんばれ、なみちゃん！ くすのき　しげのり　作 宮澤　ナツ　絵

 E    ｲﾓ きつねのがっこう いもと　ようこ　作

 E    ﾓﾝ きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ　作 石津　ちひろ　訳

 E　 ﾌｸ くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ　ゆみこ　作

 E    ｲｹ くものがっこう みらい　なな　文 いけずみ　ひろこ　絵

 E    ﾎﾘ ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ　さく 堀内　誠一　え

 E    ﾏﾘ くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ　さく まさき　るりこ　やく

 E    ﾂｶ こなものがっこう 塚本　やすし　作・絵

 E   ﾊﾞｸﾞ このままじゃ学校にいけません ベン・ブラッシェアーズ　文 エリザベス・バーグランド　絵

 E    ﾔﾏ 👶 こぶたほいくえん なかがわ　りえこ　ぶん やまわき　ゆりこ　え

 E　 ﾂｶﾞ さんかんびにおめでとう！ くすのき　しげのり　作 つがね　ちかこ　絵

 E    ｴｶﾞ しょうがっこうがだいすき うい　作 えがしら　みちこ　絵

 E    ﾊﾏ 小学校の生活 はまの　ゆか　絵

 E    ﾀﾅ しょうがっこうへいこう 斉藤　洋　作 田中　六大　絵

 E    ﾉﾌﾞ しんかんくんようちえんにいく のぶみ　さく

 E    ｽｺﾞ すごいね！みんなの通学路 ローズマリー　マカーニ　文 西田　佳子　訳

 E    ﾕﾝ せんをたどってがっこうへいこう ローラ・ユンクヴィスト　さく ふしみ　みさを　やく

 E　 ｵｵ ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん 大木　あきこ　ぶん・え

 E    ｳｨ ソフィー、がっこうへいく パット・ジトロー・ミラー　文 アン・ウィルスドルフ　絵

 E    ﾀｼﾞ ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん 田島　かおり　著

 E　 ﾔｷﾞ てんぐのがっこう やぎ　たみこ　作

 E　 ｳｫ どうぶつたちのがっこうって？ アン　ウィットフォード　ポール　ぶん デイヴィッド　ウォーカー　え

🌸もうすぐ いちねんせい🌸
ようちえんや がっこうって どんなところかな？ どんなことを するのかな？

作　　　　　者



 E    ﾅｶﾞ とのさま１ねんせい 長野　ヒデ子　作・絵 本田　カヨ子　作・絵

 E    ｶｺ どろぼうがっこう かこ　さとし　絵と文

 E    ｶｺ どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ　さとし　絵と文

 E    ｶｺ どろぼうがっこうだいうんどうかい かこ　さとし　作・絵

 E    ｳﾁ 7年目のランドセル 内堀　タケシ　写真・文

 E   ﾃﾞｨ ねこのピートはじめてのがっこう エリック　リトウィン　作 ジェームス　ディーン　絵

 E    ｷﾀ ねこぼうとふらわあちゃん きたやま　ようこ　著

 E    ﾔﾏ はじめくんがっこうへいく もりかわ　しげみ　さく やまにし　ゲンイチ　え

 E    ｳﾘ はじめてのがっこう フルール・ウリー　作 石津　ちひろ　訳

 E    ｲﾅ はしれ、ゴールのむこうまで！ くすのき　しげのり　作 稲葉　卓也　絵

 E    ﾉﾌﾞ はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ　さく

 E   ｺﾞﾝ ひだまりもりのわくわくがっこう 権田　章江　作・絵

 E   ｺﾞﾙ 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 なかがわ　ちひろ　訳

 E    ﾋﾀﾞ ベルナもほいくえんにいくよ！ 郡司　ななえ　作 日高　康志　画

 E    ｶﾐ ほいくえんのいちにち 丘　修三　ぶん 上条　滝子　え

 E    ﾌｸ ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田　岩緒　作

 E    ﾖｼ ぼくらちきゅうじんだいひょう！ くすのき　しげのり　作 よしなが　こうたく　絵

 E    ｷﾕ ぽこぼういちねんせい 喜湯本　のづみ　文と絵

 E   ｻﾞｷ ほこほこのがっこう ザ・キャビンカンパニー　作・絵

 E    ﾀｹ ますだくんの１ねんせい日記 武田　美穂　作・絵

 E    ﾀｹ ますだくんのランドセル 武田　美穂　作・絵

 E    ｷﾀ まねきねこがっこう きた　あいり　作・絵

 E    ﾕﾝ ママ、きょうからようちえんだよ！ ヘウォン・ユン　さく せな　あいこ　やく

 E    ﾋﾛ まよなかのほいくえん いとう　みく　作 広瀬　克也　絵

 E    ﾆｼ みてよぴかぴかランドセル あまん　きみこ　文 西巻　茅子　絵

 E   ﾍﾞｱ メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー　ぶん・え 中井　貴惠　やく

 E    ｽｴ もみの木がっこうのうんどうかい いまむら　あしこ　文 すえざき　しげき　絵

 E    ﾅｶ やさいのがっこう　キャベツくんおはなになる？ なかや　みわ　さく

 E    ﾅｶ やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ なかや　みわ　さく

 E　 ｸﾛ やったぞいちねんせい 黒沢　高明　さく・え

 E    ｱｷ ゆきのひのようちえん こわせ　たまみ　作 秋里　信子　絵

 E    ｶｳ ようこそ！ここはみんなのがっこうだよ アレクザーンドラ・ペンフォールド　作 スーザン・カウフマン　絵

 E    ﾊｾ ようちえんいやや 長谷川　義史　作・絵

 E    ﾆｼ ようちえんがばけますよ 内田　麟太郎　文 西村　繁男　絵

 E    ﾏﾛ ようちえんにいきたいな アンバー・スチュアート　文 レイン・マーロウ　絵

 E    ｻｺ ようちえんにいくんだもん 角野　栄子　文 佐古　百美　絵

 E    ﾌｼﾞ ようちえんのいちにち おか　しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え

 E    ﾀﾈ ようちえんのおひめさま 種村　有希子　作

 E    ﾌｼﾞ ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう　さく ふじた　ひおこ　え

 E    ﾅｶ よるのようちえん 谷川　俊太郎　ぶん 中辻　悦子　え・しゃしん

 E    ﾑﾗ ランドセルがやってきた 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵

 E    ｴｶﾞ わたし、もうすぐ２ねんせい！ くすのき　しげのり　作 江頭　路子　絵

 E   ﾋﾞｸ わたしもがっこうにいきたいな アストリッド　リンドグレーン　文 イロン　ヴィークランド　絵

 E    ｱﾝ わたしようちえんにいくの ローレンス・アンホールト　文 キャスリーン・アンホールト　絵
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