
令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語』紹介図書一覧 教育出版2020年4月

＊令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語』の，「学習のてびき」，読書活動教材，巻末等で紹介している図書を一覧にしました。

＊内容につきましては，2018年12月現在のデータに基づいて作成しております。発行元の諸事情により，価格・在庫状況が変更となる場合があります。ご了承ください。

巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

１年上 １上『おはなし　たくさん　ききたいな』

１年上 ぐりとぐら 中川李枝子／作 大村百合子／絵 福音館書店 1963年 ¥900

１年上 わたしのワンピース にしまき かやこ／文・ こぐま社 1969年 ¥1,100

１年上 どろんこハリー ジーン＝ジオン／文 渡辺茂男／訳
マーガレット＝ブロイ＝

グレアム／絵
福音館書店 1964年 ¥1,200

１年上 １上『ほんを　よもう』

１年上 ずいとんさん 日野十成／再話 斎藤隆夫／絵 福音館書店 2001年 ¥900

１年上 かばくん 岸田衿子／文 中谷千代子／絵 福音館書店 1962年 ¥900

１年上 もけらもけら
山下洋輔／文

中辻悦子／構成
元永定正／絵 福音館書店 1990年 ¥1,200

１年上 かいじゅうたちのいるところ センダック／作 じんぐう てるお／訳 冨山房 1975年 ¥1,400

１年上 ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス／作 わたなべしげお／訳 偕成社 1975年 ¥1,000

１年上 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／ 光吉夏弥／訳 ほるぷ出版 1976年 ¥1,200

１年上 キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 1980年 ¥1,300

１年上 あおくんときいろちゃん レオ＝レオニ／作 藤田圭雄／訳 至光社 1967年 ¥1,200

１年上 １上『としょかんへ　いこう』

１年上 わらしべちょうじゃ 西郷竹彦／文 佐藤忠良／絵 ポプラ社 1968年 ¥1,000

１年上 かぐやひめ 岩崎京子／文 長野ヒデ子／画 教育画劇 1998年 ¥1,200

１年上 かにむかし 木下順二／文 清水崑／絵 岩波書店 1976年 ¥1,600

１年上 ももたろう 松居直／文 赤羽末吉／画 福音館書店 1965年 ¥1,100

１年上 ねずみのよめいり 岩崎京子／文 二俣英五郎／画 教育画劇 1996年 ¥1,200

１年上 おむすびころりん よだじゅんいち／文 渡辺三郎／絵 偕成社 1967年 ¥1,000

１年上 うらしまたろう 時田史郎／再話 秋野不矩／絵 福音館書店 1974年 ¥1,000

１年上 つるにょうぼう 神沢利子／文 井口文秀／絵 ポプラ社 1967年 ¥1,000

１年上 はだかの王さま アンデルセン／作 乾侑美子／訳
バージニア＝リー＝バー

トン／絵
岩波書店 2004年 ¥1,700

１年上 ジャックとまめの木 森山京／文 村上勉／絵 小学館 2007年 ¥1,000

１年上 三びきのやぎのがらがらどん ノルウェーの昔話 瀬田貞二／訳 マーシャ＝ブラウン／絵 福音館書店 1965年 ¥1,200

１年上 金のがちょうのほん レズリー＝ブルック／文・絵瀬田貞二・松瀬七織／訳 福音館書店 1980年 ¥1,800

１年上 ブレーメンのおんがくたい グリム／作 瀬田貞二／訳 ハンス＝フィッシャー／ 福音館書店 1964年 ¥1,400

１年上 ヘンゼルとグレーテルのおはなし
バーナデット＝ワッツ／

文・絵
福本友美子／訳 BL出版 2006年 ¥1,600
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

１年上 いそっぷのおはなし 木坂涼／再話 降矢なな／絵 グランまま社 2009年 ¥1,600

１年上 １上『１ねんせいで　よみたい　ほん　①　えほんを　ひらこう』

１年上 きょだいなきょだいな 長谷川摂子／作 降矢なな／絵 福音館書店 1988年 ¥900

１年上 もりのなか
マリー＝ホール＝エッツ

／文・絵
まさき るりこ／訳 福音館書店 1963年 ¥1,000

１年上 あめふり さとう わきこ／作・絵 福音館書店 1984年 ¥900

１年上 とべバッタ 田島征三／作・絵 偕成社 1988年 ¥1,400

１年上 ちょうちょうひらひら まど・みちお／文 にしまき かやこ／絵 こぐま社 2008年 ¥900

１年上 くろねこかあさん 東君平／作 福音館書店 1985年 ¥900

１年上 あかいふうせん イエラ＝マリ／作 ほるぷ出版 1976年 ¥1,000

１年上 だれだかわかるかい？　むしのかお 今森光彦／文・写真 福音館書店 1991年 ¥900

１年上 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー＝マリノ／作 間崎ルリ子／訳 ペンギン社 1982年 ¥950

１年上 どうぶつのあしがたずかん
加藤由子／文

中川志郎／監修
ヒサ クニヒコ／絵 岩崎書店 1989年 ¥1,400

１年上 バナナ 天野實／監修 斎藤雅緒／絵 フレーベル館 2007年 ¥1,000

１年上 まえむき　よこむき　うしろむき
いのうえ ようすけ／

文・絵
福音館書店 1988年 ¥900

１年下 １下『はたらく　じどう車』

１年下 はたらくじどうしゃ（全４巻） 山本忠敬／作 福音館書店
1972年

～1978
¥2,400 各600円

１年下 はたらくくるまみちをつくる こもり まこと／作・絵 教育画劇 2006年 ¥1,000

１年下 １下『うみへの　ながい　たび』

１年下 コウモリのルーファスくん トミ＝ウンゲラー／文・ 今江祥智／訳 BL出版 2011年 ¥1,300

１年下 ねむいねむいちいさなライオン
マーガレット＝ワイズ＝

ブラウン／文
ふしみ みさを／訳 イーラ／写真 徳間書店 2009年 ¥1,400

１年下 １下『「おはなしどうぶつえん」を　つくって、本を　しょうかいしよう』

１年下 うごいちゃだめ！ エリカ＝シルヴァマン／文せな あいこ／訳 S＝D＝シンドラー／絵 アスラン書房 1996年 ¥1,500

１年下 ぞうのババール ジャン＝ド＝ブリュノフ／文・絵やがわ すみこ／訳 評論社 1974年 ¥1,400

１年下 のんびり森のぞうさん かわきた　りょうじ／作 みやざき　ひろかず／絵 岩崎書店 1996年 ¥1,262

１年下 さかさまライオン 内田麟太郎／文 長新太／絵 童心社 1985年 ¥1,300

１年下 なぞなぞライオン 佐々木マキ／作・絵 理論社 1997年 ¥1,300

１年下 かにのしょうばい 新美南吉／作 山口マオ／絵 鈴木出版 2012年 ¥1,300

１年下 ともだちや 内田麟太郎／作 降矢なな／絵 偕成社 1998年 ¥1,000

１年下 きいろいばけつ もりやま みやこ／作 つちだ よしはる／絵 あかね書房 1985年 ¥900

１年下 サラダとまほうのおみせ カズコ＝Ｇ＝ストーン／ 福音館書店 1997年 ¥900

１年下 ひとまねこざるときいろいぼうし ハンス＝アウグスト＝レイ／文・絵光吉夏弥／訳 岩波書店 1998年 ¥640

2



巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

１年下 ３びきのくま トルストイ／文 小笠原豊樹／訳 バスネツォフ／絵 福音館書店 1962年 ¥1,100

１年下 たのしいふゆごもり 片山令子／作 片山健／絵 福音館書店 1991年 ¥1,200

１年下 １下『みぶりで　つたえる』

１年下 世界のあいさつ
長新太／作

野村雅一／監修
福音館書店 1989年 ¥1,300

１年下 １下『お手がみ』

１年下 ふたりはともだち アーノルド＝ローベル／ 三木卓／訳 文化出版局 1987年 ¥950

１年下 ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち
ウォン＝ハーバート＝

イー／作
小野原千鶴／訳 小峰書店 2010年 ¥1,300

１年下 １下『のんびり森のぞうさん』

１年下 のんびり森はおおゆきです かわきた　りょうじ／作 みやざき　ひろかず／絵 岩崎書店 2000年 ¥1,300

１年下 １下『１年生で　よみたい　本　②』

１年下 だいこんどのむかし 渡辺節子／文 二俣英五郎／絵 ほるぷ出版 1984年 ¥1,450

１年下 びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生／作 長谷川知子／絵 ポプラ社 1980年 ¥1,000

１年下 てぶくろ ウクライナ民話 内田莉莎子／訳
エウゲーニー＝Ｍ＝ラ

チョフ／絵
福音館書店 1965年 ¥1,000

１年下 みみずのたいそう 市河紀子／編 西巻茅子／絵 のら書店 2006年 ¥1,200

１年下 あのときすきになったよ 薫くみこ／作 飯野和好／絵 教育画劇 1998年 ¥1,200

１年下 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎／文 長新太／絵 文研出版 1975年 ¥1,300

１年下 もりのおとぶくろ わたり むつこ／作 でくね いく／絵 のら書店 2010年 ¥1,500

１年下 だめよ、デイビッド！ デイビッド＝シャノン／ 小川仁央／訳 評論社 2001年 ¥1,300

１年下 かあさんふくろう
イーディス＝サッチャー

＝ハード／文
おびか ゆうこ／訳 クレメント＝ハード／絵 偕成社 2012年 ¥1,100

１年下 えんぴつびな 長崎源之助／文 長谷川知子／絵 金の星社 1984年 ¥1,300

１年下 やこうれっしゃ 西村繁男／作 福音館書店 1980年 ¥900

１年下 おしいれのぼうけん
ふるた たるひ・たばた

せいいち／作
童心社 1974年 ¥1,300

１年下 がたごと　がたごと 内田麟太郎／文 西村繁男／絵 童心社 1999年 ¥1,300

１年下 すずめのくつした ジョージ＝セルデン／文 光吉郁子／訳 ピーター＝リップマン／ 大日本図書 2010年 ¥1,200

１年下 ふゆめがっしょうだん 長新太／文 冨成忠夫・茂木透／写真 福音館書店 1986年 ¥900

１年下 ほんとのおおきさ動物園 小宮輝之／監修 福田豊文／写真 学研プラス 2008年 ¥1,500

１年下 いいことってどんなこと 神沢利子／文 片山健／絵 福音館書店 1993年 ¥900

１年下 はちみつ ふじわら　ゆみこ／文 いせ ひでこ／絵 福音館書店 1997年 ¥900

１年下 １下『１年生で　よみたい　本　③　のりもの　いろいろ』

１年下 きかんしゃやえもん 阿川弘之／文 岡部冬彦／絵 岩波書店 1959年 ¥640
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

１年下 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア＝リー＝バー

トン／作
村岡花子／訳 福音館書店 1961年 ¥1,200

１年下 ピン・ポン・バス 竹下文子／作 鈴木まもる／絵 偕成社 1996年 ¥1,000

１年下 ふたごのでんしゃ 渡辺茂男／作 堀内誠一／絵 あかね書房 1969年 ¥1,000

１年下 はたらきもののじょせつしゃ　けいてぃー
バージニア＝リー＝バ－

トン／文・絵
石井桃子／訳 福音館書店 1978年 ¥1,200

１年下 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／作 山本忠敬／絵 福音館書店 1963年 ¥900

１年下 ひこうじょうのじどうしゃ 山本忠敬／作 福音館書店 1990年 ¥900

１年下 ブルくんダンプくん 谷真介／作 山本忠敬／絵 偕成社 1975年 ¥1,200

１年下 ちいさいしょうぼうじどうしゃ
ロイス＝レンスキー／

文・絵
わたなべ しげお／訳 福音館書店 1970年 ¥900

１年下 スモールさんののうじょう
ロイス＝レンスキー／

文・絵
わたなべ しげお／訳 福音館書店 1990年 ¥1,000
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

２年上 ２上『えいっ』

２年上 ばけたらふうせん 三木卓／作 長新太／絵 童話館出版 2012年 ¥1,100

２年上 ネコジャラシはらっぱのモグラより 吉田道子／作 福田岩緒／絵 くもん出版 2015年 ¥1,000

２年上 ２上『すみれと　あり』

２年上 すみれとあり
矢間芳子／作　森田竜義

／監修
福音館書店 1995年 ¥900

２年上 スミレとアリ

多田多恵子／監修　ネイ

チャー・プロ編集室／

編・著

偕成社 2008年 ¥1,400

２年上 ２上『図書館で　本を　さがそう』

２年上 ハートのはっぱ　かたばみ 多田多恵子／文 広野多珂子／絵 福音館書店 2008年 ¥900

２年上 カラスウリ 有沢重雄／文 藤丸篤夫／写真 そうえん社 2016年 ¥1,200

２年上 きつねとたんぽぽ 松谷みよ子／作 いせひでこ／絵 小峰書店 2009年 ¥1,400

２年上 オバケちゃん 松谷みよ子／作 いとうひろし／絵 講談社 1991年 ¥1,200

２年上 ２上『きつねの　おきゃくさま』

２年上 ふうたのほしまつり あまん きみこ／作 山中冬児／絵 あかね書房 1996年 ¥1,100

２年上 さんまいのおふだ 松谷みよ子／文 遠藤てるよ／絵 童心社 2008年 ¥1,100

２年上 おだんごぱん ロシアの昔話 瀬田貞二／訳 脇田和／絵 福音館書店 1966年 ¥1,200

２年上 ２上『わにのおじいさんのたからもの』

２年上 ぼうしをかぶったオニの子 川崎洋／作 飯野和好／絵 あかね書房 2008年 ¥1,400

２年上 たいせつなこと
マーガレット＝ワイズ＝

ブラウン／作
うちだ ややこ／訳

レナード＝ワイスガード

／絵
フレーベル館 2001年 ¥1,200

２年上 ２上『２年生で　読みたい　本　①』

２年上 おそばのくきはなぜあかい 石井桃子／文 初山滋／絵 岩波書店 1954年 ¥880

２年上 やまんばのにしき 松谷みよ子／文 瀬川康男／絵 ポプラ社 1967年 ¥1,000

２年上 あがりめさがりめ ましま せつこ／絵 こぐま社 1994年 ¥1,200

２年上 かぞえうたのほん 岸田衿子／作 スズキ コージ／絵 福音館書店 1990年 ¥1,100

２年上 あのね、わたしのたからものはね ユードリイ／作 川合知子／訳 ミル／絵 偕成社 1983年 ¥1,000

２年上 さっちゃんのまほうのて

たばた せいいち／作

先天性四肢障害児父母の

会・のべ あきこ・しざ

わ さよこ／共同制作

偕成社 1985年 ¥1,200

２年上 ゆめうりふくろう 久留島 武彦／作 遠山繁年／絵
幻冬舎ルネッ

サンス
2012年 ¥1,300

２年上 へいわってすてきだね 安里有生／詩 長谷川義史／画 ブロンズ新社 2014年 ¥1,400

２年上 チロヌップのきつね 高橋宏幸／文・絵 金の星社 1972年 ¥1,200
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

２年上 かさ 太田大八／作・絵 文研出版 1974年 ¥1,100

２年上 ぼくはめいたんてい①　きえた犬のえ
マジョリー＝ワインマン

＝シャーマット／文
光吉夏弥／訳 M＝シーモント／絵 大日本図書 2014年 ¥1,200

２年上 チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード＝アーディ

ゾーニ／作
せた ていじ／訳 福音館書店 1963年 ¥1,300

２年上 どれみふぁけろけろ 東君平／作・絵 あかね書房 1981年 ¥1,000

２年上 こいぬがうまれるよ ジョアンナ＝コール／文 坪井郁美／訳
ジェローム＝ウェクス

ラー／写真
福音館書店 1982年 ¥900

２年上 ホネホネたんけんたい
松田素子／文

西澤真樹子／監修・解説
大西成明／写真 アリス館 2008年 ¥1,500

２年上 たんぽぽ
平山和子／文・絵

北村四郎／監修
福音館書店 1972年 ¥900

２年上 じめんのうえとじめんのした ウェバー／文・絵 藤枝澪子／訳 福音館書店 1968年 ¥1,000

２年上 ビバリーとしょかんへいく
アレクサンダー＝スタッ

ドラー／作
まえざわ あきえ／訳 文化出版局 2003年 ¥1,400

２年上 ２上『２年生で　読みたい　本　②　言葉で　あそぼう』

２年上 あいうえおおかみ くどう なおこ／作 ほてはま たかし／絵 小峰書店 2007年 ¥1,200

２年上 こんにちワニ 中川ひろたか／作 村上康成／絵 PHP研究所 1999年 ¥1,000

２年上 なぞなぞあそびうた 角野栄子／作 スズキ コージ／絵 のら書店 1989年 ¥1,200

２年上 かさぶたってどんなぶた　あそぶことば 小池昌代／編 スズキ コージ／絵 あかね書房 2007年 ¥1,800

２年上 まさかさかさま動物回文集 石津ちひろ／文 長新太／絵 河出書房新社 2007年 ¥1,000

２年上 しりとりあいうえお 石津ちひろ／文 はた こうしろう／絵 偕成社 2000年 ¥1,000

２年上 十二支のはやくちことばえほん 高畠純／作 教育画劇 2008年 ¥1,000

２年上 ことばあそびうた 谷川俊太郎／詩 瀬川康男／絵 福音館書店 1973年 ¥1,000

２年下 ２下『さけが大きくなるまで』

２年下 サケのたんじょう 桜井淳史／著 あかね書房 1983年 ¥1,500

２年下 ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子／文 沢田としき／絵 福音館書店 2006年 ¥1,700

２年下 ２下『「お話びじゅつかん」を作ろう』

２年下 あらしのよるに きむら ゆういち／著 小学館 2008年 ¥552

２年下 スーホの白い馬 大塚勇三／再話 赤羽末吉／絵 福音館書店 1967年 ¥1,300

２年下 １１ぴきのねこ 馬場のぼる／作 こぐま社 1967年 ¥1,200

２年下 目をさませトラゴロウ 小沢正／作 井上洋介／絵 理論社 2000年 ¥1,500

２年下 王さまと九人のきょうだい 君島久子／訳 赤羽末吉／絵 岩波書店 1969年 ¥1,200

２年下 だいくとおにろく 松居直／再話 赤羽末吉／絵 福音館書店 1962年 ¥900

２年下 エルマーのぼうけん
ルース＝スタイルス＝ガ

ネット／作
渡辺茂男／訳

ルース＝クリスマン＝ガ

ネット／絵
福音館書店 1963年 ¥1,200
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

２年下 ２下『「しかけ絵本」を作ろう』

２年下 かみコップでつくろう よしだきみまろ／作 福音館書店 1984年 ¥900

２年下 たのしい紙こうさく　紙でつくるどうぶつ 竹井史朗／作 中村万里子／絵 小峰書店 2005年 ¥2,000

２年下 ２下『かさこじぞう』

２年下 ねずみのすもう 大川悦生／作 梅田俊作／絵 ポプラ社 1977年 ¥1,000

２年下 だごだご　ころころ
石黒なみ子・梶山俊夫／

再話
梶山俊夫／絵 福音館書店 1993年 ¥1,200

２年下 ２下『アレクサンダとぜんまいねずみ』

２年下 フレデリック レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1969年 ¥1,456

２年下 おんがくかいのよる たしろ ちさと／作 ほるぷ出版 2007年 ¥1,400

２年下 ２下『かまわずどんどん』

２年下 ちいさな星の子と山ねこ にしまきかやこ／作・絵 こぐま社 1987年 ¥1,300

２年下 ２下『２年生で読みたい本③』

２年下 ねこのおんがえし 中川李枝子／文 山脇百合子／絵 のら書店 2007年 ¥1,300

２年下 きょうはみんなでクマがりだ
マイケル＝ローゼン／再

話
山口文生／訳

ヘレン＝オクセンバリー

／絵
評論社 1991年 ¥1,400

２年下 のはらうた（全５巻） くどう なおこ／作 童話屋
1984年

～2008
¥7,500 各1,500円

２年下 フィーフィーのすてきな夏休み エミリー＝ロッダ／作 さくま ゆみこ／訳 たしろ ちさと／絵 あすなろ書房 2010年 ¥900

２年下 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか／文 村上康成／絵 童心社 1999年 ¥1,300

２年下 １ねん１くみ１ばんワル 後藤竜二／作 長谷川知子／絵 ポプラ社 1984年 ¥1,000

２年下 ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ／作 上野紀子／絵 あかね書房 1982年 ¥1,300

２年下 １００円たんけん 中川ひろたか／文 岡本よしろう／絵 くもん出版 2016年 ¥1,300

２年下 じしんのえほん
国崎信江／作

目黒公郎／監修
福田岩緒／絵 ポプラ社 2006年 ¥1,200

２年下
きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、

そのわけは……
市川宣子／作 はた こうしろう／絵

ひさかたチャ

イルド
2010年 ¥1,300

２年下 トラのじゅうたんになりたかったトラ
ジェラルド＝ローズ／

文・絵
ふしみ みさを／訳 岩波書店 2011年 ¥1,400

２年下 みしのたくかにと 松岡享子／作 大社玲子／絵 こぐま社 1998年 ¥1,200

２年下 雨、あめ ピーター＝スピアー／作 評論社 1984年 ¥1,400

２年下 おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越ようせい／文・写真 ポプラ社 2000年 ¥1,200

２年下 みえないってどんなこと？ 星川ひろ子／文・写真 岩崎書店 2002年 ¥1,300

２年下 コロコロどんぐりみゅーじあむ いわさ ゆうこ／作 アリス館 2007年 ¥1,600

２年下 うちの近所のいきものたち いしもり よしひこ／著
ハッピーオウ

ル社
2009年 ¥1,500
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

２年下 巣をつくる　あなをほる　虫の子育て アンネ＝メッラー／文・ 今泉みね子／訳 岩波書店 2006年 ¥1,600

２年下 ２下『２年生で読みたい本④　むかしのお話を読もう』

２年下 十二支のはじまり 岩崎京子／文 二俣英五郎／絵 教育画劇 1997年 ¥1,200

２年下 うまかたやまんば 小澤俊夫／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 1988年 ¥1,200

２年下 ちからたろう 今江祥智／文 田島征三／絵 ポプラ社 1967年 ¥1,000

２年下 はじめての古事記 竹中淑子・根岸貴子／文 スズキ コージ／絵 徳間書店 2012年 ¥1,300

２年下 おおかみと七ひきのこやぎ グリム／作 瀬田貞二／訳 フェリクス＝ホフマン／ 福音館書店 1967年 ¥1,400

２年下 ゴハおじさんのゆかいなお話
デニス＝ジョンソン＝デ

イヴィーズ／再話
千葉茂樹／訳

ハグ-ハムディ＝モハン

メッド＝ファトゥーフ

と ハーニ＝エル‐サ

イード＝アハマド／ 絵

徳間書店 2010年 ¥1,700

２年下 三びきのこぶた イギリスの昔話 瀬田貞二／訳 山田三郎／絵 福音館書店 1960年 ¥900

２年下 チワンのにしき 君島久子／文 赤羽末吉／絵 ポプラ社 1969年 ¥1,200

２年下 こども世界の民話（上・下）
君島久子 ・内田莉莎子

・山内清子／文
実業之日本社 1995年 ¥3,690 各1,845円

２年下 ガラスめだまときんのつののヤギ ベラルーシ民話 田中かな子／訳 スズキ コージ／画 福音館書店 1985年 ¥1,300
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

３年上 ３上『白い花びら』

３年上 なぞなぞうさぎのふしぎなとびら やえがし なおこ／作 堀川理万子／絵 岩崎書店 2009年 ¥1,200

３年上 ふしぎの時間割 岡田淳／作・絵 偕成社 1998年 ¥1,000

３年上 ３上『めだか』

３年上 メダカ　小川や田んぼにすむ魚
草野慎二／著・写真

松浦啓一／監修
あかね書房 2012年 ¥2,500

３年上 タツノオトシゴ　ひっそりくらすなぞの魚 クリス＝バターワース／ 佐藤見果夢／訳 ジョン＝ローレンス／絵 評論社 2006年 ¥1,300

３年上 ３上『本で調べよう』

３年上 小学館の図鑑NEO〔新装〕　昆虫 小池啓一ほか／指導・執 小学館 2014年 ¥2,000

３年上 トンボをさがそう、観察しよう 新井裕／著 PHP研究所 2016年 ¥3,000

３年上 ぜんぶわかる！　トンボ
尾園暁／著

二橋亮／監修
ポプラ社 2016年 ¥2,000

３年上 ３上『のらねこ』

３年上 イヌのヒロシ 三木卓／作 渡辺良重／絵 理論社 1995年 ¥1,500

３年上 ネコのタクシー 南部和也／作 さとう あや／絵 福音館書店 2001年 ¥1,200

３年上 ３上『わすれられないおくりもの』

３年上 アナグマのもちよりパーティ ハーウィン＝オラム／文 小川仁央／訳 スーザン＝バーレイ／絵 評論社 1995年 ¥1,300

３年上 だいじょうぶだよ、ゾウさん
ローレンス＝ブルギニョ

ン／作
柳田邦男／訳 ヴァレリー＝ダール／絵 文溪堂 2005年 ¥1,500

３年上 ３上『３年生で読みたい本①』

３年上 とらとほしがき
パク＝ジェヒョン／再

話・絵
おおたけ きよみ／訳 光村教育図書 2006年 ¥1,600

３年上 日本のむかしばなし 瀬田貞二／文 瀬川康男・梶山俊夫／絵 のら書店 1998年 ¥2,000

３年上 せんりゅうのえほん 西本鶏介／編・文 斎藤隆夫／絵 鈴木出版 2008年 ¥1,300

３年上 どうぶつ句会 あべ弘士／作・絵 学研プラス 2003年 ¥1,200

３年上 ペレのあたらしいふく エルサ＝ベスコフ／作・ 小野寺百合子／訳 福音館書店 1976年 ¥1,200

３年上 五月は花笠！ 後藤竜二／作 福田岩緒／絵 新日本出版社 2008年 ¥1,200

３年上 なんでももってる（？）男の子 イアン＝ホワイブラウ／ 石垣賀子／訳 すぎはら ともこ／絵 徳間書店 2010年 ¥1,300

３年上 ともだちのしるしだよ

カレン＝リン＝ウィリア

ムズ と カードラ＝モハ

メッド／作

小林葵／訳 ダーグ＝チャーカ／絵 岩崎書店 2009年 ¥1,600

３年上 まちんと 松谷みよ子／文 司修／絵 偕成社 1978年 ¥1,200

３年上 木のうた イエラ＝マリ／作 ほるぷ出版 1977年 ¥1,400

３年上 小さいおばけ
オトフリート＝プロイス

ラー／作
はたさわ ゆうこ／訳

フランツ＝ヨーゼフ＝ト

リップ／絵
徳間書店 2003年 ¥1,500
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

３年上 火曜日のごちそうはヒキガエル
ラッセル＝E＝エリクソ

ン／作
佐藤凉子／訳

ローレンス＝ディ＝フィ

オリ／絵
評論社 2008年 ¥1,100

３年上 ピピンとトムトム たかどの ほうこ／作 さとう あや／絵 理論社 2009年 ¥1,500

３年上 カッパのぬけがら なかがわ ちひろ／作 理論社 2000年 ¥1,200

３年上 セミたちの夏 筒井学／文・写真 小学館 2012年 ¥1,300

３年上 もじもじさんのことば劇場　オノマトペの 西村敏雄／作 偕成社 2010年 ¥1,400

３年上 としょかんライオン ミシェル＝ヌードセン／ 福本友美子／訳 ケビン＝ホークス／絵 岩崎書店 2007年 ¥1,600

３年上
パンダの手には、かくされたひみつがあっ

た！

山本省三／文

遠藤秀紀／監修
喜多村武／絵 くもん出版 2007年 ¥1,400

３年上 ３上『３年生で読みたい本②　命の重み』

３年上 ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム／

文・絵
久山太市／訳 評論社 1988年 ¥1,200

３年上 いのちは見えるよ 及川和男／作 長野ヒデ子／絵 岩崎書店 2002年 ¥1,300

３年上 おじいちゃんがおばけになったわけ
キム＝フォップス＝オー

カソン／文
菱木晃子／訳 エヴァ＝エリクソン／絵 あすなろ書房 2005年 ¥1,300

３年上 いのちのいれもの 小菅正夫／文 堀川真／絵 サンマーク出 2011年 ¥1,500

３年上 おじいちゃんの口笛 ウルフ＝スタルク／文 菱木晃子／訳 アンナ＝ヘグルンド／絵 ほるぷ出版 1995年 ¥1,500

３年上 おじいさんのハーモニカ
ヘレン＝Ｖ＝グリフィス

／作
今村葦子／訳

ジェイムズ＝スティーブ

ンソン／絵
あすなろ書房 1995年 ¥1,300

３年上 ぼくはねこのバーニーがだいすきだった
ジュディス＝ボースト／

作
中村妙子／訳

エリック＝ブレグバッド

／絵
偕成社 1979年 ¥1,000

３年上 天使のいる教室 宮川ひろ／作 ましま せつこ／絵 童心社 2012年 ¥1,400

３年上 忘れても好きだよ　おばあちゃん！
ダグマー＝H＝ミュラー

／作
ささき たづこ／訳

フェレーナ＝バルハウス

／絵
あかね書房 2006年 ¥1,400

３年上 ぼくのいのち 細谷亮太／文 永井泰子／絵 岩崎書店 1999年 ¥1,300

３年下 ３下『くらしと絵文字』

３年下 最新　記号の図鑑（全３巻） 村越愛策／監修 あかね書房 2004年 ¥9,000 各3,000円

３年下 さがしてみよう！　マークのえほん 村越愛策／監修 学研プラス 2010年 ¥1,500

３年下 ３下『モチモチの木』

３年下 ベロ出しチョンマ 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵 理論社 2000年 ¥1,200

３年下 小さな小さな海 岩瀬成子／作 長谷川集平／絵 理論社 2005年 ¥1,000

３年下 ３下『「おすすめ図書カード」を作ろう』

３年下 時計つくりのジョニー
エドワード＝アーディ

ゾーニ／作
阿部公子／訳 こぐま社 1998年 ¥1,300

３年下 おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー＝ゴッデン／文 なかがわ ちひろ／訳・ 徳間書店 2001年 ¥1,200

３年下 きつねのスケート ゆもと かずみ／文 ほりかわ りまこ／絵 徳間書店 1998年 ¥1,600
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３年下 ３下『川をさかのぼる知恵』

３年下 よわいかみ つよいかたち かこ さとし／著・絵 童心社 1988年 ¥1,700

３年下 ライオンのおもさはかれる？
ロバート・Ｅ・ウェルズ

／作
せなあいこ／訳 評論社 1999年 ¥1,300

３年下 ３下『おにたのぼうし』

３年下 天の町やなぎ通り あまん きみこ／作 黒井健／絵 あかね書房 2007年 ¥1,300

３年下 まゆとおに 富安陽子／文 降矢なな／絵 福音館書店 1999年 ¥900

３年下 ３下『葉っぱ』

３年下 のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳／作 ミヤハラ ヨウコ／絵 理論社  2009年 ¥1,300

３年下 ３下『３年生で読みたい本③』

３年下 ランパンパン マギー・ダフ／再話 山口文生／訳 ホセ＝アルエゴ 他／絵 評論社 1989年 ¥1,200

３年下 やまなしもぎ 平野直／再話 太田大八／絵 福音館書店 1977年 ¥1,200

３年下 津波!!　命を救った稲むらの火
小泉八雲／原作

高村忠範／文・絵
汐文社 2005年 ¥1,400

３年下 てんぷらぴりぴり まど・みちお／作 杉田豊／絵 大日本図書 1968年 ¥950

３年下 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ／編 飯野和好／絵 冨山房 1995年 ¥2,200

３年下 じっぽ　まいごのかっぱはくいしんぼう たつみや章／作 広瀬弦／絵 あかね書房 1994年 ¥1,100

３年下 やかまし村の子どもたち
アストリッド＝リンドグ

レーン／文
大塚勇三／訳 岩波書店 2005年 ¥640

３年下 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 1993年 ¥1,300

３年下 おおきくなりすぎたくま リンド＝ワード／文・絵 渡辺茂男／訳 ほるぷ出版 1987年 ¥1,500

３年下 アンナの赤いオーバー
ハリエット＝ジィーフェ

ルト／文
松川真弓／訳 アニタ＝ローベル／絵 評論社 1990年 ¥1,300

３年下 えっちゃんのせんそう 岸川悦子／作 狩野ふきこ／絵 文溪堂 1999年 ¥1,500

３年下 アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル＝バンサン／ BL出版 1986年 ¥1,300

３年下 龍の子太郎 松谷みよ子／文 田代三善／絵 講談社 1980年 ¥580

３年下 小さなスプーンおばさん アルフ＝プリョイセン／ 大塚勇三／訳 学研プラス 1966年 ¥900

３年下 きのこ　ふわり胞子の舞 埴沙萠／文・写真 ポプラ社 2011年 ¥1,200

３年下 ハクチョウ 竹田津実／文・写真 アリス館 2007年 ¥1,400

３年下
新版ファーブルこんちゅう記①　タマコロ

ガシものがたり（全７巻）
小林清之介／文 横内襄／絵 小峰書店 2006年 ¥1,300

３年下 たまごのはなし ダイアナ＝アストン／文 千葉茂樹／訳 シルビア＝ロング／絵 ほるぷ出版 2007年 ¥1,500

３年下 ３下『３年生で読みたい本④　楽しいお祭り・行事』

３年下 新版　祇園祭 田島征彦／文・絵 童心社 2005年 ¥2,500

３年下 なんででんねん天満はん　天神祭 今江祥智／文 長新太／絵 童心社 2003年 ¥1,500

３年下 雨をよぶ龍　４年にいちどの雨ごい行事 秋山とも子／文・絵 童心社 2009年 ¥1,500
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３年下 「和」の行事えほん（全２巻） 高野紀子／文・絵 あすなろ書房 2006年 ¥3,200 各1,600円

３年下 ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 瀬尾七重／文 岡本順／絵 教育画劇 2001年 ¥1,200

３年下 しめかざり 森須磨子／文・絵 福音館書店 2008年 ¥1,300

３年下 だんじりまつり はまの ゆか／作 ポプラ社 2005年 ¥1,200

３年下 えほんねぶた あべ弘士／作 講談社 2005年 ¥1,500

３年下 行事むかしむかし 谷真介／文 赤坂三好／絵 佼成出版社 2005年 ¥1,300

３年下 ながさきくんち 太田大八／文・絵 童心社 2005年 ¥1,500
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

４年上 ４上『白いぼうし』

４年上 車のいろは空のいろ 白いぼうし あまん きみこ／作 北田卓史／絵 ポプラ社 2000年 ¥1,000

４年上 つるばら村のパン屋さん 茂市久美子／作 中村悦子／絵 講談社 1998年 ¥1,400

４年上 ４上『花を見つける手がかり』

４年上 樹液をめぐる昆虫たち 矢島稔／著 川島逸郎／絵 偕成社 2005年 ¥1,600

４年上 カタツムリはサーカス名人？ 谷本雄治／作 こぐれ けんじろう／絵 文溪堂 2010年 ¥1,300

４年上 ４上『分類をもとに本を見つけよう』

４年上 ツバメ　春にくる渡り鳥
亀田龍吉／著・写真

西海功／ 監修
あかね書房 2012年 ¥2,500

４年上 増補改訂　鳥の生態図鑑 山岸哲／監修 学研プラス 2011年 ¥3,000

４年上
新訂版　総合百科事典　ポプラディア（全

12巻）
ポプラ社 2011年 ¥98,000

４年上
『二分の一成人式』で伝えたい　いのちの

話
鎌田實／著 小学館 2014年 ¥1,000

４年上 日本の川　あらかわ・すみだがわ 村松昭／作 偕成社 2016年 ¥1,500

４年上
よくわかる警察

しくみは？　どんな仕事をしているの？
倉科孝靖／監修 PHP研究所 2016年 ¥3,000

４年上 月を知る！
三品隆司／構成・文

吉川真／監修
岩崎書店 2017年 ¥3,600

４年上

ロボット大研究　３

どうなる？　こうなる？　ドリーム☆ロ

ボット

一般社団法人日本ロボッ

ト工業会／監修
フレーベル館 2017年 ¥3,500

４年上 農家になろう３　イネとともに 農文協／編 倉持正実／写真
農山漁村文化

協会
2012年 ¥1,900

４年上
オリンピック・パラリンピック　まるごと

大百科

真田久／監修

ＣＯＲＥ／責任編集
学研プラス 2017年 ¥5,500

４年上
写真でわかる　季節のことば辞典　①

草もえる　春のことば
学研辞典編集部／編 学研プラス 2012年 ¥3,200

４年上 ４上『ぞろぞろ（落語）』

４年上 子ども寄席（春夏編／秋冬編） 六代目柳亭燕路／作 二俣英五郎／絵 日本標準 2010年 ¥2,800 各1,400円

４年上 ばけものつかい（落語絵本シリーズ） 川端誠／作 クレヨンハウ 1994年 ¥1,200

４年上 吉四六さん 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画 あかね書房 1976年 ¥1,000

４年上 ４上『一つの花』

４年上 一つの花 今西祐行／作 伊勢英子／絵 ポプラ社 2005年 ¥570

４年上 はこちゃんのおひなさま 丸田かね子／文 牧野鈴子／絵 銀の鈴社 2010年 ¥1,500

４年上 ４上『４年生で読みたい本①』
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

４年上 日本の神話 松谷みよ子／文 司修／絵 のら書店 2001年 ¥1,500

４年上 遠野物語
柳田國男／原作

柏葉幸子／編著
田中六大／絵 偕成社 2016年 ¥1,200

４年上 世界のむかしばなし 瀬田貞二／訳 太田大八／絵 のら書店 2000年 ¥2,000

４年上 地球は家族　ひとつだよ 冨岡みち／詩 加藤真夢／絵 銀の鈴社 2015年 ¥1,200

４年上 よりぬきマザーグース 鷲津名都江／編 谷川俊太郎／訳 岩波書店 2000年 ¥680

４年上 大どろぼうホッツェンプロッツ
オトフリート＝プロイス

ラー／作
中村浩三／訳 偕成社 1966年 ¥1,000

４年上 動物園ものがたり 山田由香／文 高野文子／絵 くもん出版 2010年 ¥1,200

４年上 絵で読む広島の原爆 那須正幹／文 西村繁男／絵 福音館書店 1995年 ¥2,600

４年上 みどりのゆび モーリス＝ドリュオン／ 安東次男／訳 岩波書店 2002年 ¥640

４年上 ウナギのいる川　いない川
内山りゅう／著

楫善継／監修
ポプラ社 2016年 ¥1,300

４年上 災害救助犬レイラ 井上こみち／著 講談社 2012年 ¥1,200

４年上 かようびのよる
デヴィッド＝ウィーズ

ナー／作・絵
当麻ゆか／訳 徳間書店 2000年 ¥1,400

４年上 宇宙人のしゅくだい 小松左京／作 堤直子／絵 講談社 1981年 ¥580

４年上 チョコレート工場の秘密 ロアルド＝ダール／作 柳瀬尚紀／訳
クェンティン＝ブレイク

／絵
評論社 2005年 ¥1,200

４年上 ほんとうの空色 バラージュ／作 徳永康元／訳 岩波書店 2001年 ¥640

４年上
ホタルの国から―沖縄・久米島のクメジマ

ボタル

さとうなおみ・さとうふ

みやす／写真・文
新日本出版社 2008年 ¥1,400

４年上 １つぶのおこめ―さんすうのむかしばなし デミ／作 さくま ゆみこ／訳 光村教育図書 2009年 ¥1,900

４年上 「世界のともだち」シリーズ（全36巻） 偕成社
2013年

～2016
¥64,800 各1,800円

４年上 ４上『４年生で読みたい本②　科学が開く世界』

４年上 イーダ

ヨルン＝フ－レム／文

トルシュタイン＝ヘレ

ベェ／文

河野礼子／監修

遠藤ゆかり／訳
エステル＝ヴァン＝フル

セン／絵
創元社 2015年 ¥1,500

４年上 シートン動物記（全15巻）
アーネスト＝Ｔ＝シート

ン／文・絵
今泉吉晴／訳・解説 童心社

2010年

～2011
¥22,500 1,100～1,500円

４年上 雄太昆虫記 中川雄太／作 くもん出版 2002年 ¥1,300

４年上 どんぐりの穴のひみつ 高柳芳恵／文 つだ かつみ／絵 偕成社 2006年 ¥1,200

４年上 赤い卵のひみつ 樋口広芳／著 鈴木まもる／絵 小峰書店 2011年 ¥1,400

４年上 ゆりかごは口の中 桜井淳史／著 ポプラ社 2006年 ¥950
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

４年上 世界一おいしい火山の本 林信太郎／著 川野郁代／絵 小峰書店 2006年 ¥1,500

４年上 月のかがく
えびな みつる／文・絵

渡部潤一／監修
中西昭雄／写真 旬報社 2011年 ¥1,400

４年下 ４下『ごんぎつね』

４年下 狐 新美南吉／作 長野ヒデ子／絵 偕成社 1999年 ¥1,600

４年下 おじいさんのランプ 新美南吉／著 長野ヒデ子／絵 ポプラ社 2005年 ¥570

４年下 ４下『「読書発表会」をしよう』

４年下 吉四六さんと庄屋さん とみたひろゆき／文 くぼたよしまさ／絵 国土社 1983年 ¥1,000

４年下 子どもに語る　トルコの昔話 児島満子／編・訳 こぐま社 2000年 ¥1,600

４年下 きみが微笑む時 長倉洋海／文・写真 福音館書店 2004年 ¥2,800

４年下 冒険図鑑―野外で生活するために さとうち藍／文 松岡達英／絵 福音館書店 1985年 ¥1,600

４年下 シンドバッドの冒険
ルドミラ＝ゼーマン／

文・絵
脇明子／訳 岩波書店 2002年 ¥1,900

４年下 シャクルトンの大漂流 ウィリアム＝グリル／作 千葉茂樹／訳 岩波書店 2016年 ¥2,000

４年下 ４下『ウミガメの命をつなぐ』

４年下 ウミガメ　いのちをつなぐ岬 櫻井季己／文・写真 少年写真新聞 2015年 ¥1,500

４年下 びっくり！　マグロ大百科
葛西臨海水族園クロマグ

ロ飼育チーム／著
講談社 2016年 ¥1,200

４年下 ４下『「便利」ということ』

４年下
人にやさしい社会をつくる　ユニバーサル

デザインがわかる事典
柏原士郎／監修 PHP研究所 2009年 ¥2,800

４年下 みんながつかうたてものだから サジ ヒロミ／著 偕成社 2010年 ¥1,000

４年下 ４下『木竜うるし（人形げき）』

４年下 夕鶴・彦市ばなし 木下順二／作 清水耕蔵／絵 偕成社 1978年 ¥700

４年下 わらしべ長者 木下順二／作 赤羽末吉／画 岩波書店 2000年 ¥760

４年下 ４下『走れ』

４年下 はんぶんぺぺちゃん 村中李衣／作 ささめやゆき／絵 佼成出版社 2008年 ¥1,300

４年下 ４下『４年生で読みたい本③』

４年下 せかいいちおいしいスープ
マーシャ＝ブラウン／

文・絵
こみや ゆう／訳 岩波書店 2010年 ¥1,600

４年下 酒呑童子 川村たかし／文 石倉欣二／絵 ポプラ社 2003年 ¥1,200

４年下 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津ちひろ／詩 大橋歩／絵 理論社 2002年 ¥1,200

４年下 はせがわくんきらいや 長谷川集平／作・絵 復刊ドットコ 2003年 ¥1,600

４年下 びりっかすの神さま 岡田淳／作・絵 偕成社 1988年 ¥1,000

４年下 猫は生きている 早乙女勝元／作 田島征三／絵 理論社 1973年 ¥1,500
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巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

４年下 黒ねこのおきゃくさま
ルース＝エインズワース

／作
荒このみ／訳 山内ふじ江／絵 福音館書店 1999年 ¥1,200

４年下 おひさまいろのきもの 広野多珂子／作・絵 福音館書店 2007年 ¥1,500

４年下 雪の写真家ベントレー
ジャクリーン＝ブリッグ

ズ＝マーティン／作
千葉茂樹／訳

メアリー＝アゼアリアン

／絵
BL出版 1999年 ¥1,400

４年下 エンザロ村のかまど さくま ゆみこ／文 沢田としき／絵 福音館書店 2004年 ¥1,300

４年下 天使のクリスマス
ピーター＝コリントン／

作　江國香織／解説
ほるぷ出版 1990年 ¥1,400

４年下 エーミールと探偵たち エーリヒ＝ケストナー／ 池田香代子／訳 岩波書店 2000年 ¥640

４年下 楽しいスケート遠足
ヒルダ＝ファン＝ストッ

クム／作・絵
ふなと よし子／訳 福音館書店 2009年 ¥1,300

４年下 大きなたまご
オリバー・バターワース

／作
松岡享子／訳 岩波書店 2015年 ¥720

４年下 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや章／作 林静一／絵 講談社 1992年 ¥1,650

４年下 ドリトル先生航海記 ヒュー＝ロフティング／ 井伏鱒二／訳 岩波書店 2000年 ¥760

４年下 干し柿 西村豊／写真・文 あかね書房 2006年 ¥1,200

４年下 モグラはかせの地震たんけん

松岡達英／作・絵

松村由美子／構成

溝上恵／監修

ポプラ社 2006年 ¥1,300

４年下 ４下『４年生で読みたい本④　いっしょに歩もう』

４年下 車いすはともだち 城島充／著 講談社 2017年 ¥1,200

４年下 わたしたち手で話します
フランツ＝ヨーゼフ・

ファイニク／作
ささき たづこ／訳

フェレーナ＝バルハウス

／絵
あかね書房 2006年 ¥1,400

４年下 わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ／ 山内清子／訳 偕成社 1978年 ¥800

４年下 だれもしらない 灰谷健次郎／作 長谷川集平／絵 あかね書房 1981年 ¥1,400

４年下 ぼくのお姉さん 丘修三／作 かみや しん／ 絵 偕成社 1986年 ¥1,200

４年下 ありがとう、フォルカーせんせい
パトリシア＝ポラッコ／

作・絵
香咲弥須子／訳 岩崎書店 2001年 ¥1,400

４年下 耳の聞こえない子がわたります マーリー＝マトリン／作 日当陽子／訳 矢島眞澄／絵 フレーベル館 2007年 ¥1,400

４年下 犬たちがくれた音―聴導犬誕生物語 高橋うらら／著 MAYUMI／写真 金の星社 2007年 ¥1,300

４年下 点字どうぶつえん 菊地清／絵 同友館 2000年 ¥1,800
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５年上 ５上『いつか、大切なところ』

５年上 Two Trains―とぅーとれいんず 魚住直子／作 あずみ虫／絵 学研プラス 2007年 ¥1,200

５年上 しずかな日々 椰月美智子／作 講談社 2006年 ¥1,400

５年上 ５上『言葉と事実』

５年上 池上彰と学ぶメディアのめ
ＮＨＫ「メディアのめ」

制作班　・池上彰／著
ＮＨＫ出版 2013年 ¥1,300

５年上 窓をひろげて考えよう 下村健一／著 かもがわ出版 2017年 ¥2,800

５年上 ５上『大造じいさんとがん』

５年上 片耳の大シカ 椋鳩十／作 小泉澄夫／絵 理論社 2014年 ¥1,800

５年上 レッド・フォックス
チャールズ＝G・D＝ロ

バーツ／作
桂宥子／訳

チャールズ＝リビングス

トン＝ブル／絵
福音館書店 2015年 ¥1,400

５年上 ５上『５年生で読みたい本①』

５年上 子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫・茨木啓子／再 西尾哲夫／訳 こぐま社 2011年 ¥1,600

５年上 すき 谷川俊太郎／作 和田誠／絵 理論社 2006年 ¥1,400

５年上
子ども版　声に出して読みたい日本語９

国破れて山河あり
齋藤孝／編 早乙女道春／絵 草思社 2005年 ¥1,600

５年上 チビ虫マービンは天才画家！ エリース＝ブローチ／作 伊藤菜摘子／訳 ケリー＝マーフィー／絵 偕成社 2011年 ¥1,600

５年上 オオサンショウウオの夏 阿部夏丸／作 かみや しん／絵 佼成出版社 2000年 ¥1,400

５年上 エリカ　奇跡のいのち
ルース＝バンダー＝ジー

／文
柳田邦男／訳

ロベルト＝インノチュン

ティ／絵
講談社 2004年 ¥1,500

５年上 白旗の少女 比嘉富子／作 依光隆／絵 講談社 2000年 ¥580

５年上 お米は生きている 富山和子／著 講談社 1995年 ¥1,400

５年上 よあけ
ユリー＝シュルビィッツ

／作・絵
瀬田貞二／訳 福音館書店 1977年 ¥1,200

５年上 怪人二十面相 江戸川乱歩／作 藤田新策／装幀・画 ポプラ社 1998年 ¥980

５年上 つくも神 伊藤遊／作 岡本順／絵 ポプラ社 2004年 ¥1,300

５年上 天山の巫女ソニン 菅野雪虫／作 講談社 2006年 ¥1,400

５年上 ものがたり12か月　夏ものがたり 野上暁／編 高畠那生／絵 偕成社 2008年 ¥1,800

５年上 かはたれ 朽木祥／作 山内ふじ江／絵 福音館書店 2005年 ¥1,500

５年上
星新一ショートショートセレクション　ね

らわれた星
星新一／作 和田誠／絵 理論社 2001年 ¥1,300

５年上 リターン！ 山口理／作 岡本順／絵 文研出版 2011年 ¥1,300

５年上 煮干しの解剖教室 小林眞理子／文
泉田謙／写真

こばやし ちひろ／絵
仮説社 2010年 ¥1,500

５年上 こちら『ランドリー新聞』編集部
アンドリュー＝クレメン

ツ／作
田中奈津子／訳 伊東美貴／絵 講談社 2002年 ¥1,500

17
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５年上 ５上『５年生で読みたい本②　アジアの風』

５年上 ギルガメシュ王ものがたり
ルミドラ・ゼーマン／

文・絵
松野正子／訳 岩波書店 1993年 ¥1,900

５年上 だまされたトッケビ 神谷丹路／編・訳 チョン スンガク／絵 福音館書店 1999年 ¥1,300

５年上 きつねのホイティ
シビル＝ウェッタシンハ

／作
松岡享子／訳 福音館書店 1991年 ¥1,300

５年上 心を育てる　こども論語塾 安岡定子・田部井文雄／ たむらかずみ／イラスト ポプラ社 2013年 ¥1,100

５年上 子どもに語るアジアの昔話（全２巻）
アジア地域共同出版計画

会議／企画
松岡享子／訳 こぐま社 1997年 ¥3,200 各1,600円

５年上 桃源郷ものがたり 松居直／文 蔡皋／絵 福音館書店 2002年 ¥1,600

５年上 三国志（コミックス）（全60巻） 横山光輝／作 潮出版社
1974～

1988年
¥25,140 各419円

５年上 白いりゅう黒いりゅう 賈芝・孫剣冰／編 君島久子／訳 赤羽末吉／絵 岩波書店 1964年 ¥1,600

５年上 西遊記（全３巻） 唐亜明／文 于大武／絵 偕成社 2006年 ¥6,000 1,800～2,000円

５年上 ほしになったりゅうのきば
君島久子／再話

蕭甘牛／採話
赤羽末吉／絵 福音館書店 1976年 ¥1,300

５年下 ５下『「古典」を楽しむ』

５年下 かぐやひめ 円地文子／文 秋野不矩／絵 岩崎書店 2002年 ¥1,500

５年下 竹取物語 石井睦美／編訳 平澤朋子／絵 偕成社 2014年 ¥1,200

５年下 ５下『雪わたり』

５年下 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／作 茂田井武／画 福音館書店 1966年 ¥1,100

５年下 注文の多い料理店 宮沢賢治／作 岩波書店 2000年 ¥640

５年下 ５下『「図書すいせん会」をしよう』

５年下 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作 猪熊葉子／訳 岩波書店 1985年 ¥2,200

５年下 宮沢賢治　銀河鉄道の童話詩人 西本鶏介／著 上総潮／画 講談社 1982年 ¥650

５年下
宮沢賢治―銀河を旅したイーハトーブの童

話詩人

村野守美／まんが

西原和海／シナリオ

畑山博／監修

小学館 1996年 ¥850

５年下 ホビットの冒険（上下） トールキン／作 瀬田貞二／訳 岩波書店 2000年 ¥1,400
上720円

下680円

５年下 バッテリー（全６巻） あさの あつこ／著 教育画劇 1996～2005年 ¥9,600 1,400～1,600円

５年下 菜の子先生はどこへ行く？ 富安陽子／作 ＹＵＪＩ／絵 福音館書店 2008年 ¥1,500

５年下 冒険者たち　ガンバと15ひきの仲間 斎藤惇夫／作 薮内正幸／画 岩波書店 2000年 ¥760

５年下 ５下『まんがの方法』

５年下 手塚治虫―少年まんがの世界 石子順／作 手塚治虫／画 童心社 2012年 ¥1,500

５年下 手塚治虫―少女まんがの世界 石子順／作 手塚治虫／画 童心社 2012年 ¥1,500
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５年下 ５下『みすゞさがしの旅』

５年下 金子みすゞ童謡集　わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ／作 高畠純／装丁・絵 ＪＵＬＡ出版 1984年 ¥1,200

５年下 みんなを好きに　金子みすゞ物語 矢崎節夫／著 上野紀子／絵 ＪＵＬＡ出版 2009年 ¥1,700

５年下 ５下『三人の旅人たち』

５年下 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作 猪熊葉子／訳 岩波書店 1985年 ¥2,200

５年下 ５下『附子（狂言）』

５年下
 “笑い”の古典芸能　狂言の大研究　舞台・

装束から名曲の見どころまで
茂山千五郎／監修 PHP研究所 2009年 ¥2,800

５年下 ５下『５年生で読みたい本③』

５年下 ギリシア神話 石井桃子／編・訳 富山妙子／絵 のら書店 2000年 ¥2,000

５年下 おおはくちょうのそら 手島圭三郎／作・絵 絵本塾出版 2015年 ¥1,700

５年下 ケンスケの王国 マイケル＝モーパーゴ／ 佐藤見果夢／訳 板垣しゅん／絵 評論社 2002年 ¥1,400

５年下 百まいのドレス エレナー＝エスティス／ 石井桃子／訳 ルイス＝スロボドキン／ 岩波書店 2006年 ¥1,600

５年下 糸子の体重計 いとうみく／作 佐藤真紀子／絵 童心社 2012年 ¥1,400

５年下 秘密の花園
フランシス＝Ｈ＝バー

ネット／作
猪熊葉子／訳 堀内誠一／絵 福音館書店 1979年 ¥2,100

５年下 生きのびるために デボラ＝エリス作 もりうち すみこ／訳 さ・え・ら書 2002年 ¥1,300

５年下 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二／著 汐文社 2005年 ¥1,300

５年下 ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡鋭治／著 講談社 2004年 ¥1,200

５年下 チンギス・ハンの墓はどこだ？ 白石典之／著 くもん出版 2011年 ¥1,400

５年下 はるにれ 姉崎一馬／写真 福音館書店 1979年 ¥1,000

５年下 少年弁護士セオの事件簿１　なぞの目撃者 ジョン＝グリシャム／作 石崎洋司／訳 岩崎書店 2011年 ¥1,400

５年下 ラモーゼ（上下）
キャロル＝ウィルキンソ

ン／作
入江真佐子／訳 くもん出版 2014年 ¥1,800

５年下 空へつづく神話 富安陽子／作 広瀬弦／絵 偕成社 2000年 ¥1,300

５年下 てつびん物語 土方正志／文 奥野安彦／写真 偕成社 2004年 ¥1,800

５年下 桜守のはなし 佐野藤右衛門／作 講談社 2012年 ¥1,500

５年下 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐幸子／著 さ・え・ら書 2005年 ¥1,400

５年下 こども文様ずかん 下中菜穂／著 平凡社 2010年 ¥1,500

５年下 ５下『５年生で読みたい本④　環境を考える』

５年下 あなたが世界を変える日

セヴァン＝カリス＝スズ

キ／著

ナマケモノ倶楽部／編・

学陽書房 2003年 ¥1,000

５年下 地球温暖化、しずみゆく楽園　ツバル 山本敏晴／写真・文 小学館 2008年 ¥1,500

５年下 竹炭のふしぎな力 中根周歩／著 小峰書店 2008年 ¥1,500

５年下 ゴミにすむ魚たち 大塚幸彦／写真・文 講談社 2011年 ¥1,400

19



巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

５年下 風の島へようこそ アラン＝ドラモンド／作 まつむら ゆりこ／訳 福音館書店 2012年 ¥1,300

５年下 ブタとサツマイモ 梅崎昌裕／著 川野郁代／絵 小峰書店 2007年 ¥1,500

５年下 みみずのカーロ 今泉みね子／著 合同出版 1999年 ¥1,300

５年下 ぼくはアホウドリの親になる
南俊夫／文・写真

山階鳥類研究所／監修
偕成社 2015年 ¥1,600

５年下 漁師さんの森づくり　森は海の恋人 畠山重篤／著 カナヨ＝スギヤマ／絵 講談社 2000年 ¥1,200

５年下 田んぼの不思議 安室知／著 小峰書店 2013年 ¥1,400
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６年上 あの坂をのぼれば

６年上 小さな町の風景 杉みき子／作 佐藤忠良／絵 偕成社 1982年 ¥1,200

６年上 ６上『薫風・「迷う」』

６年上 北の森の十二か月（上下巻）
ニコライ＝スラトコフ／

作

福井研介／訳

松谷さやか／訳

ニキータ＝チャルーシン

／絵
福音館書店 1997年 ¥1,600 各800円

６年上
あまんきみこセレクション５　ある日ある

時

あまんきみこ／著

後路好章・宮川健郎／編
三省堂 2009年 ¥2,000

６年上 ６上『雪は新しいエネルギー』

６年上
空から宝ものが降ってきた！　雪の力で未

来をひらく
伊藤親臣／著 旬報社 2016年 ¥1,500

６年上 知ろう！　再生可能エネルギー
馬上丈司／著

倉阪秀史／監修

少年写真新聞

社
2012年 ¥1,500

６年上 ６上『川とノリオ』

６年上 川とノリオ いぬい とみこ／作 長谷川集平／絵 理論社 1982年 ¥1,500

６年上
ぼくは満員電車で原爆を浴びた　11歳の少

年が生きぬいたヒロシマ

米澤鐵志／語り

由井りょう子／文
小学館 2013年 ¥950

６年上 ６上『ブラッキーの話』

６年上 西の魔女が死んだ 梨木香歩／著 新潮社 2001年 ¥490

６年上 ６上『６年生で読みたい本①』

６年上 絵本　玉虫厨子の物語 平塚武二／作 太田大八／絵 童心社 1980年 ¥2,300

６年上 ハチドリのひとしずく 辻信一／監修 光文社 2005年 ¥1,143

６年上 おーいぽぽんた
茨木のり子・大岡信・谷

川俊太郎ほか／編
柚木沙弥郎／絵 福音館書店 2001年 ¥2,400

６年上 春の日や庭に雀の砂あひて リチャード＝ルイス／編 乾侑美子／訳
エズラ＝ジャック＝キー

ツ／絵
偕成社 1999年 ¥1,800

６年上 12歳たちの伝説（全５巻） 後藤竜二／作 鈴木びんこ／絵 新日本出版社
2000年

～2004
¥7,500 各1,500円

６年上 夏の庭 湯本香樹実／作 徳間書店 2001年 ¥1,400

６年上 トモ、ぼくは元気です 香坂直／作 講談社 2006年 ¥1,300

６年上 さよなら　エルマおばあさん 大塚敦子／写真・文 小学館 2000年 ¥1,300

６年上 ファニー　13歳の指揮官

ファニー・ベン＝アミ／

著　ガリラ・ロンフェデ

ル・アミット／編

伏見操／訳 岩波書店 2017年 ¥1,500

６年上 汽笛 長崎源之助／作 石倉欣二／絵 ポプラ社 2008年 ¥1,100

６年上 ルリユールおじさん いせ ひでこ／作・絵 講談社 2011年 ¥1,600

６年上 ナビル―ある少年の物語 ガブリエル＝バンサン／ 今江祥智／訳 BL出版 2000年 ¥2,500
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６年上 精霊の守り人 上橋菜穂子／作 二木真希子／絵 偕成社 1996年 ¥1,500

６年上 時をさまようタック ナタリー＝バビット／作 小野和子／訳 評論社 1989年 ¥1,400

６年上 二年間の休暇 ジュール＝ベルヌ／作 朝倉剛／訳 太田大八／絵 福音館書店 1968年 ¥2,300

６年上 アフガニスタン　山の学校の子どもたち 長倉洋海／著 偕成社 2006年 ¥1,800

６年上 オーロラの向こうに 松本紀生／著 教育出版 2007年 ¥1,700

６年上 津波ものがたり 山下文男／著 箕田源二郎・宮下森／画 童心社 2011年 ¥1,429

６年上 ６上『６年生で読みたい本②　命を守る・暮らしを守る』

６年上 わたしのひかり モリー＝バング／作 さくま ゆみこ／訳 評論社 2011年 ¥1,400

６年上 地球の声に耳をすませて 大木聖子／著 くもん出版 2011年 ¥1,400

６年上
子どものための防災BOOK　72時間生きぬ

くための101の方法
夏緑／著

たかおか ゆみこ／絵

國森康弘／写真
童心社 2012年 ¥3,500

６年上
東日本大震災　２０１１・３・１１　「あ

の日」のこと
高橋邦典／写真・文 ポプラ社 2011年 ¥1,600

６年上 ハイパーレスキュー　災害現場へ走れ！ 深光富士男／文 佼成出版社 2013年 ¥1,500

６年上
がんばっぺ！　アクアマリンふくしま　東

日本大震災から立ちなおった水族館
中村康夫／著 フレーベル館 2012年 ¥1,200

６年上 それでも海へ　陸前高田に生きる 安田菜津紀／写真・文 ポプラ社 2016年 ¥1,500

６年下 ６下『ぼくの世界、君の世界』

６年下 子どもの哲学　考えることをはじめた君へ
河野哲也・土屋陽介・村

瀬智之・神戸和佳子／著
毎日新聞出版 2015年 ¥1,300

６年下 ６下『きつねの窓』

６年下 ひぐれのお客 安房直子／作 MICAO／画 福音館書店 2010年 ¥1,400

６年下 源平の風 斉藤洋／作 高畠純／画 偕成社 1996年 ¥1,300

６年下 ６下『書評を書いて話し合おう』

６年下 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井二美男／著 ポプラ社 2016年 ¥1,200

６年下 ６下『伊能忠敬』

６年下 伊能忠敬　はじめて日本地図をつくった男 国松俊英／著 十々夜／画 岩崎書店 2011年 ¥600

６年下 生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 ピーター＝シス／文・絵 原田勝／訳 徳間書店 2005年 ¥1,700

６年下 ６下『ひろがる言葉』

６年下 星の王子さま サン＝テグジュぺリ／作 内藤濯／訳 岩波書店 1953年 ¥600

６年下 ６下『子どもたちを救いたい』

６年下 絵本　アンネ・フランク
ジョゼフィーン＝プール

／作
片岡しのぶ／訳

アンジェラ＝バレット／

画
あすなろ書房 2005年 ¥1,500

６年下 ６下『言葉と仕事　翻訳家』

６年下 12歳からの読書案内　海外作品 金原瑞人／監修 すばる舎 2006年 ¥1,500

６年下 ジュニア版　青空のむこう アレックス・シアラー／ 金原瑞人／訳 杉田比呂美／絵 求龍堂 2004年 ¥1,200
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６年下 豚の死なない日
ロバート・ニュートン・

ペック／著
金原瑞人／訳 白水社 1999年 ¥900

６年下 ６下『６年生で読みたい本③』

６年下 アーサー王物語 ジェイムズ＝ノウルズ／ 金原瑞人／編訳 佐竹美保／絵 偕成社 2000年 ¥800

６年下 青葉の笛
あまんきみこ／文

西本鶏介／監修
村上豊／絵 ポプラ社 2007年 ¥1,200

６年下 星の林に月の船 大岡信／編 岩波書店 2005年 ¥640

６年下 ビート・キッズ 風野潮／作 講談社 1998年 ¥1,100

６年下 クロティの秘密の日記
パトリシア＝C＝マキ

サック／作
宮木陽子／訳 門内幸恵／画 くもん出版 2010年 ¥1,500

６年下 太陽の戦士
ローズマリ＝サトクリフ

／作
猪熊葉子／訳

チャールズ＝キーピング

／絵
岩波書店 2005年 ¥760

６年下 夕凪の街　桜の国 こうの史代／作 双葉社 2004年 ¥800

６年下
「ネルソンさん、あなたは人を殺しました

か？」
アレン＝ネルソン／著 講談社 2003年 ¥1,300

６年下 ユージン・スミス―楽園へのあゆみ 土方正志／著 偕成社 2006年 ¥1,400

６年下 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ＝ボーデン／文 片岡しのぶ／訳
エリック＝ブレグバッド

／絵
あすなろ書房  2005年 ¥1,300

６年下 葛飾北斎（おはなし名画シリーズ）
小澤弘／監修

西村和子／文
博雅堂出版 2006年 ¥3,200

６年下 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井二美男／著 ポプラ社 2016年 ¥1,200

６年下 漂流物
デイヴィッド＝ウィーズ

ナー／作
BL出版 2007年 ¥1,800

６年下 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 2000年 ¥680

６年下 引き出しの中の家 朽木祥／作 金子恵／絵 ポプラ社 2010年 ¥1,400

６年下 おじいちゃんは水のにおいがした 今森光彦／作 偕成社 2006年 ¥1,800

６年下 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館／著  童心社 2007年 ¥2,500

６年下 死を食べる 宮崎学／著 偕成社 2002年 ¥1,800

６年下 ６下『６年生で読みたい本④　世界へはばたけ』

６年下 キング牧師の力づよいことば ドリーン＝ラパポート／ もりうち すみこ／訳 ブライアン＝コリアー／ 国土社 2002年 ¥1,500

６年下 レイチェル・カーソン
ジンジャー＝ワズワース

／著
上遠恵子／訳 偕成社 1999年 ¥2,000

６年下 あきらめないこと、それが冒険だ 野口健／著 学研プラス 2006年 ¥1,200

６年下
ブータンの朝日に夢をのせて　ヒマラヤの

王国で真の国際協力をとげた西岡京治の物
木暮正夫／作 こぐれ けんじろう／絵 くもん出版 1997年 ¥1,200

23



巻 書名 作者・筆者 訳者 画家・写真家 発行所 発行年 本体価格 備考

６年下 ジョン万次郎漂流記 井伏鱒二／作 宮田武彦／絵 偕成社 1999年 ¥700

６年下 イクバルの闘い
フランチェスコ＝ダダモ

／作
荒瀬ゆみこ／訳 丹地陽子／絵 鈴木出版 2004年 ¥1,400

６年下 宇宙においでよ！ 野口聡一・林公代／著 植田知成／画 講談社 2008年 ¥1,400

６年下 マララ

マララ＝ユスフザイ／著

パトリシア＝マコ―ミッ

ク／著

道傳愛子／訳 岩崎書店 2014年 ¥1,700

６年下 ピアノはともだち こうやまのりお／作 講談社 2011年 ¥1,200

６年下 走れ！　やすほ　にっぽん縦断地雷教室
上泰歩／文

ピースボート／編
国土社 2005年 ¥1,300
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