
本のなまえ 書いたひと 出版社 請求記号

おさるのまいにち いとう　ひろし／作 講談社 913/ｲ/

ぼくはなんでもできるもん いとう みく／作 ポプラ社 913/ｲ/

みちくさはやっぱりたのしい！ 井上　ヒサト／さく ポプラ社 913/ｲ/

うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢　正／作 小峰書店 913/ｵ/

うたのすきなかえるくん かこ さとし／さく 小峰書店 913/ｶ/

おばけのアッチこどもプールのまき 角野　栄子／さく ポプラ社 913/ｶ/

あひるのバーバちゃん 神沢 利子／作 偕成社 913/ｶ/

おねえちゃんってふしぎだな 北川　チハル／作 あかね書房 913/ｷ/

もぐらのひこうき こぐれ まさお／さく 小峰書店 913/ｺ/

かいぞくぶろ 越水　利江子／さく 新日本出版社 913/ｺ/

　

オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社 913/ｻ/

すずちゃん さえぐさ ひろこ／さく 佼成出版社 913/ｻ/

ねずくんとらくんのあついあついあつい たるいし　まこ／さく・ 福音館書店 913/ﾀ/

　きつねの ぱんやさんに やってきた こぶたの ころすけ。ぞうぱん、とらぱん、らいおんぱん。どうぶつ のかたちをした ぱんが
たくさん あります。これまで ぶたぱんしか たべたことが なかった ころすけは、はじめて うさぎぱんを かって たべてみると…！？

 　ナマケモノの ネムタは、いつも 木の上で ねています。ある日、木のそばに あかいみが なったので、おばあちゃんに とどけることに
なりました。ともだちの ノロカメくん といっしょに しゅっぱつ！　ノロテク ノロテク、すすんでいくと…。

　一年生になったばかりの ぼく。六年生のよりこちゃんは、学校での ぼくの おせわがかり。よりこちゃんは、ぼくをあかちゃん
あつかいしてばかり。「あたしが きょうしつまで つれていってあげる」といわれて…。ぼくは ひとりで いけるのに！

　みなみの しまで くらしている おさるたち。みんなで なかよく おしっこをしたり、きのぼりをしたり、かえるなげをしたり。
あるひ、うみの むこうから、せかいじゅうを たびしている うみがめの おじいさんが やってきました。

　　　　　　  　

　ちこは もぐらの おとこのこ。トンネルほりと はつめいが だいすき。ひこうきに のりたくなった ちこは、じぶんで つくることに
しました。プロペラも エンジンも ついていない ちこの ひこうき。かわりに、ちこは はなの みつを かってきました。

　ちーこちゃんの おねえちゃんは、しょうがくせい。おねえちゃんは ひとりで がっこうに いけるし、おかあさんに おこられても
なかないし、すごいのです。あるひ、ふたりでの おつかいの とちゅう、ちーこちゃんは おねえちゃんを おこらせてしまいました。

　スーパーマーケットに やってきた あひるの バーバちゃん。いちご、オレンジ、レタスにクッキー！。たくさんの おかいものをした
バーバちゃんは、にもつを いれるための リュックサックも かいました。かえりみち、まいごの ひよこに であい…。

　アッチは 小さな おばけの男の子。なつの あつい日、のらねこのボンと 町のプールへ やってきました。ところが プールは まんいん
で、おばけと ねこは おいだされてしまいました。しょんぼりしていると、ふしぎで たのしい プールに ながれつきました。

　びょうきで ねている なかよしの かえるちゃん。かえるちゃんに たべものを とどけるために、かえるくんは まちかどで うたを
うたって おかねを かせぐことに！　でも、だれも きいてくれません。なにをやっても うまくいかない かえるくんは…。

　　　　　

　あついひ、ねずくんと とらくんは、せんぷうきを だしました。ふたりは せんぷうきを らんぼうに あつかったので、せんぷうきはお
こってしまいました。せんぷうきの たいふう みたいな かぜで、ねずくんも とらくんも ふきとばされてしまい…。

　よわった すずめを みつけた ようちゃん。げんきに なるまで、おうちで おせわ をすることに しました。「すずちゃん」とよんで
なでてあげました。そして、すずちゃんは げんきになりましたが、ようちゃんは はなれたくなくて…。

　オリンピックには、いろいろな おばけが でています。すいえいの 百メートルじゆうがたに でた セノビールは、いっしゅんで
しんちょうが 五十メートル のびます。プールに とびこむと、しんちょうが ぐーんと のびて…。

　あやちゃんは うみへいくのを たのしみに していたのに、かぜを ひいて しまいました。よるに なり、ねつが さがった あやちゃんに
おじいちゃんが いいました。「うみに いくから、みずぎを きて おいで」。おじいちゃんの「うみ」は、どんな うみ？

一年生におすすめの本
いちねんせい ほん

ウラもみてね→

ひとりでよめるかな？ チャレンジしてみよう！



本の名前 書いた人 出版社　 請求記号

ももたろう 竹崎　有斐／著 偕成社 913/ﾆ/

もりのゆうびんきょく 舟崎 靖子／作 偕成社 913/ﾌ/

おひめさまがっこうへいく まだらめ 三保／さく ポプラ社 913/ﾏ/

あこちゃんは一ねんせい 間所　ひさこ／作 あかね書房 913/ﾏ/

おとうさんの手 まはら 三桃／作 講談社 913/ﾏ/

こぶたしょくどう もとした いづみ／さく 佼成出版社 913/ﾓ/

くまちゃん、どこいくの　 もりやま　みやこ／作 ポプラ社 913/ﾓ/

ほしのこルンダ　 やなせ　たかし／さく ポプラ社 913/ﾔ/

こうえんのシロ　はるのはな わたなべ ひろみ／さく ポプラ社　 913/ﾜ/

ぼくはめいたんてい　1 きえた犬のえ　 マージョリー・W・シャーマット／ぶん 大日本図書 933/ｼ/1

ねこはやっぱりねこがいい ヘレン・ヒル／ぶん 大日本図書 933/ﾋ/

おおかみと７ひきのこやぎ　 グリム／さく　 金の星社 943/ｸﾞ/

こわがりうさぎのホッピーくん エリザベス・ショー／作 徳間書店 943/ｼ/

　こねこのトプシーは、おかあさんに した でぺろぺろ、かお やからだを あらわれるのが だいきらい。「あたし、もう、こねこがいや
になっちゃったの」。いえでをした トプシーは、うさぎのおかあさんにこえをかけられ、うさぎになってくらしてみることに。

　こやぎだけ でるすばんを していたら、おおかみが やってきました。かあさんやぎのふりをして、こやぎたちに　いえのとを　あけさ
せようとする　おおかみ。しろい こなが ぬられた おおかみの あしをみて、こやぎたちは、とを あけてしまい…。

　　　　　　　　　　　　 

　こうさぎの おとこのこの ホッピーは、いつも おどおど びくびくしています。あそび あいては、おちびの ウリだけ。あるひ、むらに
わるものの きつねがやってきて、ウリをつかまえてしまいました。「ウリガたべられちゃう！　どうしよう！？」

　

　ぽかっと 二つに われた ももから でてきた ももたろう。りっぱな わかものに そだち、大木を ねっこから ひきぬくほどの 力もちに
なりました。とのさまに おにたいじ をたのまれて、ももたろうは おにがしまへ いくことに！

　もりの ゆうびんきょくで はたらいている はりねずみさん。じてんしゃに のって、はいたつをします。おひるのサンドイッチをたべ
ていたら…まちがえて、だれかの　てがみまで　たべてしまいました！　こまったは　りねずみさんは…。

　おひめさまの がっこうは、みずうみの まんなかの 小さな しまに ありました。がっこうが つまらなくて、にげだしたい おひめさま。
みずうみに ぜりーの もとを たくさんいれて、みずうみの ゼリーのうえを あるいて にげちゃえ！

　とっても はやおきした あこちゃん。きょうは、にゅうがくしきです。うれしくて らんどせるをしょったまま、あさごはんをたべまし
た。おかあさんといっしょに、がっこうへ むかいます。おともだち、できるかな？

　目が見えない おとうさん。だけど、おとうさんには、においや 音から、いろんなことが わかります。おとうさんの しごとは、
はりちりょう。おとうさんの手が かんじゃさんの からだにふれる、そして、ながい はりを つきたてる。

　こぶたの きょうだいが しょくどうを はじめました。カレー、ラーメン、オムライス。どの りょうりも おいしくて、おきゃくさんは
いっぱい。ところが、きつねおばさん だけは、いちども しょくどうに きてくれなくて…。

　「くまちゃん、どこいくの？」　ぶたちゃんに きかれた くまちゃんは、とおくを さして いいました。「ずーっと むこうまで」。
おおきな きの むこうに なにが あるのか しらべるために、くまちゃんは　ひとりで　あるきはじめました。

　ほしのてんしルンは、いたずらが だいすき。だいてんしさまを おこらせてしまったルンは、ちじょうにおりて よわいものを たすけ
ることになりました。ほしのこルンダに うまれかわって、おおぐちパクリンと たたかうことに…！　どうなるんだ？ルンダ！

　こいぬの シロは ワンワンパトロール隊を しています。なかまと いっしょに、こうえんを まもっています。はるのこうえんは、
はなざかり。そこに、ねがいごとを かなえてくれるという ふしぎな はなが さきました。

　ネートは めいたんていの おとこのこ。ともだちの アニーから、じけんを しらせる でんわが かかってきた！　「あたしが かいた犬の
え がなくなっちゃったの」。さあ、ネートは アニーの えを みつけだせるか？
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