
令和４年度夏のお楽しみ袋　小学校低学年向け

テーマ タイトル 作者 出版社 請求記号

やさいぺたぺたかくれんぼ 松田　奈那子／作 東京：アリス館 E ｱﾘ

でこぼこぬりぬりなにがでる？ 松田　奈那子／作 東京：アリス館 E ｱﾘ

ふーってして 松田　奈那子／作 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

チョコルとチョコレートの魔女 こばやし　ゆかこ／著 東京：岩崎書店 913 ｺﾊﾞ

はちみつチーズケーキ たちもと　みちこ／作 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ（閉）

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　夏のお菓子 あんびる　やすこ／監修 東京：岩崎書店 596 ｱﾝ

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え 東京：福音館書店 E ﾌｸ

なぞなぞ１００このほん Ｍ・ブラートフ／採集 東京：福音館書店 E ﾌｸ

おおきなかぶ Ａ．トルストイ／再話 東京：福音館書店 E ﾌｸ

わらいボール 赤羽　じゅんこ／作 東京：あかね書房 913 ｱｶ

だじゃれことわじゃ ななもり　さちこ／作 東京：理論社 814 ﾅﾅ

いちにちだじゃれ ふくべ　あきひろ／さく 東京：ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

さかさまがっこう 苅田　澄子／作 東京：文溪堂 913 ｶﾝ

Ｍｉｃｈｉ　みち ｊｕｎａｉｄａ／著 東京：福音館書店 E ﾌｸ

１５０％パニック！絶対ダマされる！？からだマジック 斉藤　ふみ子／文 東京：汐文社 491 ｻｲ

エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ／作 東京：廣済堂あかつき E ｺｳ

夜をあるく マリー・ドルレアン／作 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ぞうくんかいぞくになる セシル・ジョスリン／作 神戸：出版ワークス 933 ｼﾞﾖ

教科書に出てくる生きもの観察図鑑　１ 東京：学研教育出版 460 ｷﾖ 1

虫の飼いかたさがしかた 藤丸　篤夫／〔著〕 東京：福音館書店 486 ﾌｼﾞ

もってみよう 松橋　利光／写真と文 東京：小学館 460 ﾏﾂ

あしたもオカピ 斉藤　倫／作 東京：偕成社 913 ｻｲ

おしりポケット ゆうき　えつこ／文 東京：そうえん社 E ｿｳ

みてみて！クオッカ 福田　豊文／写真 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ

ロンと海からきた漁師 チェン　ジャンホン／作・絵 東京：徳間書店 E ﾄｸ

ついてくる 小川　育／作・絵 東京：教育画劇 E ｷﾖ

じごくのそうべえ 田島　征彦／作 東京：童心社 E ﾄﾞｳ

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス／さく 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ

もぐらはすごい アヤ井　アキコ／著 東京：アリス館 E ｱﾘ

タヌキのきょうしつ 山下　明生／作 東京：あかね書房 913 ﾔﾏ

きょうりゅうじゃないんだ 斉藤　洋／作 東京：ＰＨＰ研究所 913 ｻｲ

11 なぜなラボ　＃２ 東京：学研プラス 031 ﾅｾﾞ 2

もしも恐竜とくらしたら 山本　省三／作 東京：ＷＡＶＥ出版 457 ﾔﾏ

僕は４６億歳。 豊田　充穂／作・絵 東京：学研教育出版 450 ﾄﾖ

12 １３８００００００００ねんきみのたび 坂井　治／さく・え 東京：光文社 E ｺｳ

生命のれきし キャサリン・バー／文 東京：絵本塾出版 E ｴﾎ

めいたんていサムくんとあんごうマン 那須　正幹／作 東京：童心社 913 ﾅｽ

13 怪物園 ｊｕｎａｉｄａ／著 東京：福音館書店 E ﾌｸ

密着！お仕事２４時　５ 高山　リョウ／構成・文 東京：岩崎書店 366 ﾀｶ 5

なぜなぜ、どうして？しょくぶつのひみつ 佐々木　知幸／監修 東京：主婦の友社 470 ﾅｾﾞ

14 カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット・マクナマラ／作 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ

観察！いきものたちの夜のすがた　３ 東京：汐文社 468 ｶﾝ 3

せかい１おいしいスープ マーシャ・ブラウン／さいわ　え 東京：ペンギン社 E ﾍﾟﾝ（閉）

15 おだんごスープ 角野　栄子／文 東京：偕成社 E ｶｲ

ふとっちょエルシーさんのキャベツスープ エリカ・オラー／著 東京：バベルプレス E ﾊﾞﾍﾞ（閉）
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やさいばたけははなばたけ 広野　多珂子／作・絵 東京：佼成出版社 E ｺｳ

16 やねの上にさいた花 インギビョルグ・シーグルザルドッティル／さく 東京：さ・え・ら書房 E ｻｴ

あっちゃんのはたけ 大西　ひろみ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド E ﾋｻ（閉）

お江戸物語ぶっとびおてんば姫　りんご姫家出するの巻 早野　美智代／作 東京：フレーベル館 91 ﾊ（閉）

17 オンブバッタのおつかい 得田　之久／文 東京：教育画劇 E ｷﾖ（閉）

蜂飼いのアヤとマントが原 鞠阿野　純子／作 東京：ポプラ社 91 ﾏ（閉）

はたけ

江戸
え ど


