
令和３年度版『伝え合う言葉　中学国語１』紹介図書一覧

　※ この資料は，教科書で紹介している図書の一覧です。ここにある情報は，2020年4月現在のものです。変わることがありますので，ご了承ください。

単元 ページ 教材名 書名 著作者 発行所 刊行年

こだまでしょうか、いいえ、誰でも。 金子みすゞ 宮帯出版社 2011年

ふしぎなことば　ことばのふしぎ 池上嘉彦 筑摩書房 1987年

おおかみこどもの雨と雪 細田守 KADOKAWA 2012年

風と木の歌 安房直子 偕成社 2006年

なないろレインボウ 宮下恵茉 ポプラ社 2014年

詩への道しるべ 柴田翔 筑摩書房 2006年

一〇五度 佐藤まどか あすなろ書房 2017年

物語とふしぎ 河合隼雄 岩波書店 2013年

ショートショート千夜一夜 田丸雅智 小学館 2016年

バッテリー あさのあつこ KADOKAWA 2003年

自分では気づかない、ココロの盲点　完

全版
池谷裕二 講談社 2016年

考えるヒト 養老孟司 筑摩書房 1996年

科学と科学者のはなし 池内了　編 岩波書店 2000年

クモの糸の秘密 大崎茂芳 岩波書店 2008年

世界は美しくて不思議に満ちている 長谷川眞理子 青土社 2018年

おはようからおやすみまでの科学 佐倉統，古田ゆかり 筑摩書房 2006年

植物の形には意味がある 園池公毅 ベレ出版 2016年

仲間とかかわる心の進化 平田聡 岩波書店 2013年

カラー版　知床・北方四島 大泰司紀之，本間浩昭 岩波書店 2008年

草花のふしぎ世界探検 ピッキオ　編 岩波書店 2005年

Ｐ59 ベンチ あのころはフリードリヒがいた
ハンス＝ペーター＝リヒ

ター　文／上田真而子　訳
岩波書店 2000年

アンネの日記
アンネ＝フランク　文／

深町眞理子　訳
文藝春秋 2003年

ハンナのかばん
カレン＝レビン　文／

石岡史子　訳
ポプラ社 2006年

テレジンの小さな画家たち 野村路子 偕成社 1993年

コルチャック先生 近藤康子 岩波書店 1995年

杉原千畝物語 杉原幸子，杉原弘樹 金の星社 2003年

ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社 2005年

池上彰のメディア・リテラシー入門 池上彰 オクムラ書店 2008年

いじめのある世界に生きる君たちへ 中井久夫 中央公論新社 2016年

戦争を取材する 山本美香 講談社 2011年

長崎の鐘 永井隆
日本ブックエー

ス
2010年

人の心に木を植える 畠山重篤 講談社 2018年

もしも原子がみえたなら 板倉聖宣 仮説社 2008年

素数ゼミの謎 吉村仁 文藝春秋 2005年

ミイラになったブタ
スーザン＝Ｅ＝クインラン

文／藤田千枝　訳
さ・え・ら書房 1998年

四 Ｐ106 広がる本の世界4　自然／環境／科学

三

P70 広がる本の世界３　人権／多様性／平和

一 P28 広がる本の世界１　表現／対話／思想

二 P50 広がる本の世界２　自然／環境／科学

1



単元 ページ 教材名 書名 著作者 発行所 刊行年

雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣栄洋 筑摩書房 2018年

いろのかけらのしま イ＝ミョンエ　文・絵 ポプラ社 2017年

はじめてのエシカル 末吉里花 山川出版社 2016年

ゴミにすむ魚たち 大塚幸彦　文・写真 講談社 2011年

問題な日本語 北原保雄　編 大修館書店 2004年

文章力の基本の基本 阿部紘久 日本実業出版社 2015年

江戸の笑い 興津要 講談社 2010年

かぐやひめ
円地文子　文／秋野不矩

絵
岩崎書店 2002年

かぐや姫の物語 高畑勲／坂口理子 KADOKAWA 2013年

竹取物語
江國香織　文／立原位貫

絵
新潮社 2008年

ここから生まれた故事成語 堀江忠道 京都書房 2012年

故事成句でたどる楽しい中国史 井波律子 岩波書店 2004年

漢文の読みかた 奥平卓 岩波書店 1988年

清兵衛と瓢簞・小僧の神様 志賀直哉 集英社 1992年

風立ちぬ・美しい村・麦藁帽子 堀辰雄 KADOKAWA 1950年

日本昔話ハンドブック 稲田浩二，稲田和子　編 三省堂 2010年

P135 蜘蛛の糸 河童・戯作三昧 芥川龍之介 KADOKAWA 2008年

どんぐりと山猫・雪渡り　ほか 宮沢賢治 教育出版 2003年

野ばら 長野まゆみ 河出書房新社 1992年

げんげと蛙 草野心平 銀の鈴社 2015年

小さい〝つ〟が消えた日

ステファノ＝フォン＝ロー

文／

トルステン=クロケンブリ

ンク　絵／

小林多恵，岩田明子　監修

三修社 2008年

そこに僕はいた 辻仁成 新潮社 1995年

ももこのいきもの図鑑 さくらももこ 集英社 1998年

夏の庭 湯本香樹実 新潮社 1994年

闇を照らす六つの星 小倉明 汐文社 2012年

兎の眼 灰谷健次郎 KADOKAWA 1998年

日本語擬態語辞典 五味太郎 講談社 2004年

ハンドブック　子どもの権利条約 中野光，小笠毅 岩波書店 1996年

ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我 講談社 2009年

なんにもないけどやってみた 栗山さやか 岩波書店 2011年

男女平等はどこまで進んだか 国際女性の地位協会　編 岩波書店 2018年

九時の月
デボラ＝エリス　文／

もりうちすみこ　訳
さ・え・ら書房 2017年

「ふつう」ってなんだ？
特定非営利活動法人ReBit

監修
学研プラス 2018年

トイレをつくる　未来をつくる 会田法行　写真・文 ポプラ社 2014年

パパは専業主夫

キルステン＝ボイエ　文／

遠山明子　訳／平野恵理子

絵

童話館出版 1996年

五

六 P167 広がる本の世界6　身体／生命／家族

七 P184 広がる本の世界7　近代化／国際社会／共生

四 Ｐ106 広がる本の世界4　自然／環境／科学

P127 広がる本の世界5　伝統／文化／歴史
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単元 ページ 教材名 書名 著作者 発行所 刊行年

小さなかがやき
長倉洋海　写真／谷川俊太

郎　文
偕成社 2013年

さかなクンの一魚一会 さかなクン 講談社 2016年

木のいのち木のこころ
西岡常一，小川三夫，塩野

米松
新潮社 2005年

狂言サイボーグ 野村萬斎 文藝春秋 2013年

伝統工芸を継ぐ男たち 関根由子 論創社 2017年

和菓子の絵本 平野恵理子 あすなろ書房 2010年

盆栽えほん 大野八生 あすなろ書房 2013年

雪は天からの手紙 中谷宇吉郎 岩波書店 2002年

一色一生 志村ふくみ 求龍堂 2005年

町工場・スーパーなものづくり 小関智弘 筑摩書房 2009年

ギガタウン　漫符図譜 こうの史代 朝日新聞出版 2018年

食と日本人の知恵 小泉武夫 岩波書店 2002年

モモ
ミヒャエル＝エンデ　文／

大島かおり　訳
岩波書店 2005年

最後のひと葉
オー＝ヘンリー　文／

金原瑞人　訳
岩波書店 2001年

ファーブルの昆虫記
ファーブル　文／

大岡信　編訳
岩波書店 2000年

星の王子さま
サン＝テグジュペリ　文／

内藤濯　訳
岩波書店 2000年

影との戦い　ゲド戦記
アーシュラ＝Ｋ＝ル＝グ

ウィン　文／清水真砂子
岩波書店 2009年

赤毛のアン
モンゴメリ　文／

村岡花子　訳
新潮社 2008年

あしながおじさん
ジーン＝ウェブスター　文

／
岩波書店 2002年

ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 福音館書店 1967年

リトル ・ トリー
フォレスト＝カーター　文

／
めるくまーる 2001年

方言学入門 木部暢子　ほか　編著 三省堂 2013年

P257 言葉の小窓３　方言と共通語 方言 佐藤亮一　監修 ポプラ社 2007年

二つの風の谷 本田優子 筑摩書房 1997年

塩狩峠 三浦綾子 新潮社 1973年

一瞬の風になれ 佐藤多佳子 講談社 2009年

鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社 2011年

まなびリンク

飛ぶ教室
ケストナー　文／

山口四郎　訳
講談社 1992年

かべ
ピーター＝シス　文／

福本友美子　訳
BL出版 2010年

みんなの少年探偵団
万城目学／湊かなえ／小路

幸也　ほか
ポプラ社 2014年

女生徒 太宰治 KADOKAWA 2009年

世界をつくった6つの革命の物語　新・

人類進化史

スティーブン＝ジョンソン

文／大田直子　訳
朝日新聞出版 2016年

山怪 田中康弘 山と溪谷社 2019年

はじめて学ぶ生命倫理 小林亜津子 筑摩書房 2011年

クローディアの秘密
E=L=カニグズバーグ 作／

松永ふみ子　訳
岩波書店 2010年

おとなになるってどんなこと？ 吉本ばなな 筑摩書房 2015年

銀のしずく降る降る

デューク

言葉の自

習室

P295

P304

八 P232 広がる本の世界8　伝統／文化／歴史

P239 広がる本の世界9　自己／他者／物語

九

七

中学生に薦めたい，この１冊。（２０歳代

編）
P50

二

一 P28 プロの本読みテクニック！　№１

P50 プロの本読みテクニック！　№２

P184 広がる本の世界7　近代化／国際社会／共生
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単元 ページ 教材名 書名 著作者 発行所 刊行年

紙つなげ！　彼らが本の紙を造っている 佐々涼子 早川書房 2014年

パーシー・ジャクソンとオリンポスの

神々

リック＝リオーダン　文／

金原瑞人，小林みき　訳
ほるぷ出版

2006～2010

年

最後だとわかっていたなら
ノーマ＝コーネット＝マ

レック　文／佐川睦　訳

サンクチュアリ

出版
2007年

三 P52 お薦めの本の帯やポップを作る きみの友だち 重松清 新潮社 2008年

中学生に薦めたい，この１冊。（２０歳代

編）
P50

二
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