
令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語　一上一下』出典一覧

巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

一上 なかよしの　き 文学 教科書のための書きおろし

一上 こえを　あわせて　あいうえお 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

一上 くまさんと　ありさんの　ごあいさつ 文学 教科書のための書きおろし

一上 あいうえおの　うた 鑑賞詩 教科書のための書きおろし まど・みちお

一上 けむりの　きしゃ 文学 教科書のための書きおろし 矢崎節夫

一上 がぎぐげごの　うた 鑑賞詩 教科書のための書きおろし まど・みちお

一上 すずめの　くらし 説明文 教科書のための書きおろし

一上 きゃきゅきょの　うた 鑑賞詩 教科書のための書きおろし まど・みちお

一上 おおきな　かぶ 文学
こどものとも傑作集『おおき

なかぶ』
内田莉莎子 福音館書店 1977年

出典に，訳者が教

科書のために加筆

一上 けんかした　山 文学 教科書のための書きおろし 安藤美紀夫

一上 だれが、たべたのでしょう 説明文 教科書のための書きおろし

一上 かぞえうた 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

一下 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

一下 あめの　うた 鑑賞詩 『あめふりくまのこ』 鶴見正夫 国土社 1977年

一下 はたらく　じどう車 説明文 教科書のための書きおろし

一下 うみへの　ながい　たび 文学
「月刊　ＭＯＥ　8月号」通

巻166号
今江祥智 白泉社 1993年

出典に，作者が教

科書のために加筆

一下 天に　のぼった　おけやさん 伝統的な言語文化 教科書のための書きおろし 水谷章三

一下 スイミー 文学 『スイミー』
レオ=レオニ／谷川俊

太郎訳
好学社 1999年

一下 ゆき 鑑賞詩 『しかられた神様』 川崎　洋 理論社 1993年

一下 みぶりで　つたえる 説明文 教科書のための書きおろし 野村雅一

一下 お手がみ 文学
ミセスこどもの本『ふたりは

ともだち』

アーノルド＝ローベル

作／三木　卓訳
文化出版局 1972年

一下 のんびり森の　ぞうさん 文学 『のんびり森のぞうさん』 川北亮司 岩崎書店 1996年



令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語　二上二下』出典一覧

巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

二上 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

二上 ちいさい　おおきい 鑑賞詩 『おはなしゆびさん』 香山美子 国土社 1995年

二上 「えいっ」 文学
『三木卓童話作品集１ パジャ

マくん』
三木　卓 大日本図書 2000年

左記収載の『とう

さんのまほう「え

いっ」』を，作者

二上 すみれと　あり 説明文
「月刊　かがくのとも4　す

みれとあり」
矢間芳子 福音館書店 1995年

出典をもとに，教

科書用に書きおろ

二上 おてだまうた 伝統的な言語文化
ジュニア版　目で見る日本の

詩歌⑤『わらべうた』
松永伍一　編

ティービーエス・ブリタ

ニカ
1982年

二上 きつねのおきゃくさま 文学 『きつねのおきゃくさま』 あまん きみこ サンリード 1984年
出典に，作者が教

科書用に一部を訂

二上 いなばのしろうさぎ 伝統的な言語文化 『おおくにぬしのぼうけん』 福永武彦 岩崎書店 1977年

出典に，著作権者

と相談のうえ，教

科書用に一部を抜

二上 わにのおじいさんのたからもの 文学 『ぼうしをかぶったオニの 川崎　洋 あかね書房 1979年

二上 この間に何があった？ その他 教科書のための書きおろし 佐藤雅彦／ユーフラテ

二下 さけが大きくなるまで 説明文

二下 てんとうむし 鑑賞詩 『どうぶつぶつぶつ』 川崎　洋 岩崎書店 1998年

二下 木 鑑賞詩 『あまのじゃく』 清水たみ子 国土社 2003年

二下 ないた赤おに 文学
『日本児童文学大系　第一三

巻　浜田廣介集』
浜田廣介 ほるぷ出版 1977年

出典に，著作権者

と相談のうえ，教

二下 「しかけ絵本」を作ろう 説明文 教科書のための書きおろし

二下 せかいじゅうの海が 鑑賞詩 『少年少女詩集』
マザーグースのうた／

水谷まさる訳
彌生書房 1970年

二下 かさこじぞう 伝統的な言語文化 （岩崎京子の「定稿」による。） 岩崎京子

二下 アレクサンダとぜんまいねずみ 文学
『アレクサンダとぜんまいね

ずみ』

レオ＝レオニ作／谷川

俊太郎訳
好学社 1975年

二下 かまわずどんどん 文学
『おおきなねこのクロとちい

さなねこのシロ』
西巻茅子 偕成社 2000年

左記収載の「かま

わずどんどん」

を、著者と相談の



令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語　三上三下』出典一覧

巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

三上 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

三上 かえるの　ぴょん 鑑賞詩 『誰もしらない』 谷川俊太郎 国土社 1976年

三上 白い花びら 文学 教科書のための書きおろし やえがしなおこ

三上 うめぼしのはたらき 説明文 教科書のための書きおろし

三上 めだか 説明文 教科書のための書きおろし 杉浦　宏

三上 俳句に親しむ

三上 せみの声… 俳句
『こども俳句と童画の四季

ふるさと』
山崎早希子 日本放送出版協会 2001年

三上 雪とけて… 俳句
『新編日本古典文学全集72

近世俳句俳文集』
雲英末雄ほか 小学館 2001年

三上 菜の花や… 俳句
『新編日本古典文学全集72

近世俳句俳文集』
雲英末雄ほか 小学館 2001年

三上 はねわって… 俳句
『現代日本文學大系95　現代

句集』
荻原井泉水 筑摩書房 1973年

三上 さじなめて… 俳句
『新装版 山口誓子 自選自解

句集』
山口誓子 講談社 2007年

三上 名月や… 俳句
『新編日本古典文学全集70

松尾芭蕉集①』
井本農一ほか 小学館 1999年

三上 かきくえば… 俳句 『子規全集　第二巻　俳句 正岡子規 講談社 1975年

三上 せきの子の… 俳句
『現代俳句の世界10　中村汀

女　星野立子集』
中村汀女 朝日新聞社 1985年

三上 うつくしき… 俳句
『新編日本古典文学全集72

近世俳句俳文集』
雲英末雄ほか 小学館 2001年

三上 妹を… 俳句 『B面の夏』 黛まどか 角川書店 1994年

三上 のらねこ 文学 『ぽたぽた』 三木　卓 筑摩書房 1983年

出典に，作者と相

談のうえ，教科書

用に一部訂正した

三上 きせつの言葉を集めよう

三上 　古池や… 俳句
『新編日本古典文学全集70

松尾芭蕉集①』
井本濃一 小学館 1995年

三上 　日やけ顔… 俳句
『水原秋櫻子全集　第一巻

句集一』
水原秋櫻子 講談社 1978年

三上 　赤とんぼ… 俳句
『星野立子全集　第一巻・俳

句Ⅰ』
星野立子 梅里書房 1998年

三上 　スケートの… 俳句
『新装版 山口誓子 自選自解

句集』
山口誓子 講談社 2007年



巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

三上 わすれられないおくりもの 文学
『わすれられないおくりも

の』

スーザン＝バーレイ作

／小川仁央訳
評論社 1992年

三下 世界の人につたわるように 説明文 教科書のための書きおろし

三下 くらしと絵文字 説明文 教科書のための書きおろし 太田幸夫

三下 モチモチの木 文学 『ベロ出しチョンマ』 斎藤隆介 理論社 1972年

出典に，作者・著

作権者と相談のう

え，教科書用に一

部訂正したもの。
三下 夕日がせなかをおしてくる 鑑賞詩 子ども図書館『ぽんこつマー 阪田寛夫 大日本図書 1972年

三下 いちばんぼし 鑑賞詩 『まど・みちお全詩集』新訂 まど・みちお 理論社 2001年

三下 川をさかのぼる知恵 説明文 教科書のための書きおろし

三下 おにたのぼうし 文学
お話名作絵本　２『おにたの

ぼうし』
あまんきみこ ポプラ社 1982年

出典に，作者と相

談のうえ，教科書

用に一部訂正した

三下 葉っぱ 文学
『のろのろひつじとせかせか

ひつじ』
蜂飼　耳 理論社 2010年

出典に，作者と相

談のうえ，教科書

用に一部訂正した



令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語　四上四下』出典一覧

巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

四上 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

四上 春のうた 鑑賞詩
ジュニアポエム双書20『げん

げと蛙』
草野心平 教育出版センター 1991年

四上 あり 鑑賞詩

小海永二編『みんなで読む

詩・ひとりで読む詩②　いき

もののうた』ポプラ社

ロベース=デスノス／

小海永二訳
ポプラ社 1996年

四上 白いぼうし 文学
『新装版 車のいろは空のいろ

1　白いぼうし』
あまんきみこ ポプラ社 2000年

四上 ぞうの重さを量る 説明文 教科書のための書きおろし

四上 花を見つける手がかり 説明文 教科書のための書きおろし 吉原順平

四上 リーフレットで知らせよう グラフ

「名古屋市のごみしょり量の

うつり変わり（2016）」

「名古屋市のリサイクルでき

るごみの内わけ（2016）」

名古屋市環境局

四上 短歌の世界

四上 　春すぎて… 短歌
『新編日本古典文学全集6

萬葉集①』
小島憲之ほか 小学館 1994年

四上 　秋来ぬと… 短歌
『新編日本古典文学全集11

古今和歌集』
小沢正夫ほか 小学館 1994年

四上 　見わたせば… 短歌
『新編日本古典文学全集43

新古今和歌集』
峯村文人 小学館 1999年

四上 　かすみ立つ… 短歌
『日本古典文学大系93　近世

和歌集』

高木一之助

久松潜一
岩波書店 1966年

四上 　金色の… 短歌 『定本　与謝野晶子全集第一 与謝野晶子 講談社 1979年

四上 　白鳥は… 短歌 『若山牧水歌集』 若山牧水 岩波書店 1991年

四上 　列車にて… 短歌 『寺山修司全歌集』 寺山修司 沖積舎 1986年

四上 ぞろぞろ（落語） 伝統的な言語文化 教科書のための書きおろし 三遊亭円窓

四上 一つの花 文学
『今西祐行全集　第四巻　一

つの花』
今西祐行 偕成社 1987年

四上 レモン自転車 文学 教科書のための書きおろし 田丸雅智

四下 ごんぎつね 文学 『校定　新美南吉全集　第三 新美南吉 大日本図書 1980年

四下 ウミガメの命をつなぐ 説明文 松田　乾

四下 ニンジン 鑑賞詩 『まど・みちお全詩集』新訂 まど・みちお 理論社 2001年

四下 ケムシ 鑑賞詩 『まど・みちお全詩集』新訂 まど・みちお 理論社 2001年

四下 ミミズ 鑑賞詩 『まど・みちお全詩集』新訂 まど・みちお 理論社 2001年



巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

四下 ヘビ 鑑賞詩
『ジュール・ルナール全集

5』

ジュール＝ルナール詩

／佃裕文訳
臨川書店 1994年

四下 ミドリカナヘビ 鑑賞詩
『ジュール・ルナール全集

5』

ジュール＝ルナール詩

／佃裕文訳
臨川書店 1994年

四下 おおきな木 鑑賞詩 『おおきに おおさか』 島田陽子 編集工房ノア 1999年

四下 とびばこ　だんだん 鑑賞詩
ジュニアポエム69『秋いっぱ

い』
藤　哲生 教育出版センター 1991年

四下 「便利」ということ 説明文 教科書のための書きおろし 太田正己

四下 雪

四下 　文部省唱歌　雪 鑑賞詩 『日本唱歌集』 堀内敬三、井上武士 岩波書店 1959年

四下 　積つた雪 鑑賞詩
『空のかあさま　新装版金子

みすゞ全集・Ⅱ』
金子みすゞ JULA出版局 1994年

四下 　さらさらと… 俳句 『子規全集第一巻　俳句一』 正岡子規 講談社 1975年

四下 　うまそうな雪が… 俳句 『一茶俳句集』 小林一茶 岩波書店 1972年

四下 　雪ふれば… 短歌
『新編日本古典文学全集11

古今和歌集』
小沢正夫ほか 小学館 1994年

四下 　新しき… 短歌
『新編日本古典文学全集9

萬葉集④』
小島憲之ほか 小学館 1998年

四下 木竜うるし（人形げき） 文学 『木下順二集3』 木下順二 岩波書店 1988年

四下 走れ 文学 教科書のための書きおろし 村中季衣

四下 「百人一首」を読もう

四下 　あしびきの… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　田子の浦に… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　天の原… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　君がため… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　しのぶれど… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　夕されば… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　秋風に… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年

四下 　ほととぎす… 短歌 『百人一首』全訳注 有吉　保 講談社 1983年



令和2年度版『ひろがる言葉　小学国語　五上五下』出典一覧

巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

五上 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

五上 水平線 鑑賞詩 『海』 小泉周二 かど創房 1986年

五上 うぐいす 鑑賞詩 『小さい詩集　雲の窓』 武鹿悦子 大日本図書 1992年

五上 いつか、大切なところ 文学 教科書のための書きおろし 魚住直子

五上 人とねずみの「はい、チーズ！」 その他 『プチ哲学』 佐藤雅彦 マガジンハウス 2000年

出典をもとに、教

科書用に書きおろ

したもの

五上 言葉と事実 説明文 教科書のための書きおろし 福沢周亮

五上 ポスターを作ろう 広告 プラネタリウム祭り 札幌市青少年科学館

原画ポスターをも

とに，著作者了解

のうえ改変した。

五上 漢文に親しむ

五上 　春暁 漢詩
『新釈漢文大系第19巻　唐詩

選』
目加田誠 明治書院 1971年

五上 　静夜思 漢詩
『新釈漢文大系第20巻　唐詩

選』
目加田誠 明治書院 1971年

五上 　故きを… 漢文 『新釈漢文大系第1巻　論 吉田賢抗 明治書院 1971年

五上 　心焉に… 漢文
『新釈漢文大系第2巻　大

学・中庸』
赤塚　忠 明治書院 1971年

五上 素朴な琴 鑑賞詩 『晩秋』作者原稿 八木重吉 1925年

五上 鳴く虫 鑑賞詩 『高橋元吉詩集5　草裡Ⅱ』 高橋元吉 煥乎堂 1976年

五上 山のあなた 鑑賞詩
『現代日本文學全集93　現代

譯詩集』

カール=ブッセ／上田

敏訳
筑摩書房 1957年

五上 大造じいさんとがん 文学
『椋鳩十の本　第十巻　山の

太郎熊』
椋　鳩十 理論社 1982年

五上 鳥

五上 　目には青葉… 俳句
「新編日本古典文学全集72

近世俳句俳文集」
雲英末雄ほか 小学館 2001年

五上 　雀の子… 俳句
「日本古典文学大系58　蕪村

集　一茶集」
暉峻康隆 岩波書店 1959年

五上 　うらうらに… 短歌
「新編日本古典文学全集6

万葉集①」
小島憲之ほか 小学館 1994年

五上 　七つの子 鑑賞詩 『日本童謡集』 与田凖一 岩波書店 1957年

五上 俳句を作ろう

五上 　赤とんぼ… 俳句
「うしお　高学年　第696

号」
佐伯京香

愛教研今治・越智支部国

語部会
2011年



巻 教材名 種別 出典書名 著作者等 発行者 発行年等 備　考

五上 　てのひらに… 俳句
「第21回　鬼貫顕彰俳句　俳

句作品集」
清家京一郎 公益財団法人柿衞文庫 2011年

五上 　ひまわりと… 俳句

「第26会　鬼貫顕彰俳句　俳

句作品集」小学校・中学校・

高等学校の部

渡海　航 公益財団法人柿衞文庫 2016年

五上 　あそぼうよ… 俳句 「石狩の子　24集」 荻野心那 石狩管内教育研究会 2015年

五上 　雪だるま… 俳句
「みなみ　青森県南黒地方児

童文集64号」
成田有梨亜

小教研国語部会　文集

「みなみ」編集委員会
2016年

五上 　金色の… 短歌
「文集かみのやま　第55集

2012年度」
柴田大河 上山市教育研究所 2012年

五上 　ひがんばな… 短歌
「第九回　契沖顕彰短歌大会

詠草集」
岡田佳奈 契沖研究会 2012年

五上 　とちの木に… 短歌
「第十四回　契沖顕彰短歌大

会詠草集」
鍵田有里 契沖研究会 2017年

五上 　散歩から… 短歌
「みなみ　青森県南黒地方児

童文集64号」
成田りん

小教研国語部会　文集

「みなみ」編集委員会
2016年

五上 短歌や俳句を楽しもう

五上 　四万十に… 短歌 『俵万智歌集　風よりも風』 俵　万智 教育出版 1997年

五上 　石走る… 短歌
『新編日本古典文学全集７

萬葉集②』
小島憲之ほか 小学館 1995年

五上 　古池や… 俳句
『新編日本古典文学全集70

松尾芭蕉集①』
井本農一ほか 小学館 1995年

五上 　東の… 短歌
『新編日本古典文学全集６

萬葉集①』
小島憲之ほか 小学館 1994年

五上 　菜の花や… 俳句
『新編日本古典文学全集72

近世俳句俳文集』
雲英末雄ほか 小学館 2001年

五上 　芭蕉翁… 川柳
『日本古典文学大系57　川柳

狂歌集』
杉本長重ほか 岩波書店 1958年

五上 　本ぶりに… 川柳
『日本古典文学大系57　川柳

狂歌集』
杉本長重ほか 岩波書店 1958年

五上 　はへば立て… 川柳 『俳風柳多留全集　新装版 岡田甫 三省堂 1999年

五上 　堂々と… 短歌
「文集かみのやま　第54集

2011年度」
粟野健翔 上山市教育研究所 2011年

五上 　じゃがいもを… 短歌
「うしお　高学年　第705

号」
安見享祐

愛教研今治・越智支部国

語部会
2012年

五上 　夏祭り… 俳句
「一茶まつり全国小中学生俳

句大会　俳句のひろば’12」
安藤栞里 炎天寺 2012年
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五上 　富士山を… 俳句
「一茶まつり全国小中学生俳

句大会　俳句のひろば’12」
白神玲美 炎天寺 2012年

五下 世界遺産　白神山地からの提言

五下 　ブナの森が支える豊かな自然 説明文 教科書のための書きおろし 齋藤宗勝

五下 　白神山地の自然保護 説明文 教科書のための書きおろし 牧田　肇

五下 　白神山地世界地域協、十月発見の被害木確認新聞記事 秋田魁新報 秋田魁新報社 2010年

五下 　白神のマタギ工藤光治さんへのインタビューインタビュー教科書のための書きおろし 工藤光治

五下 　弘前大学白神自然環境研究所石川幸男さんのお話インタビュー教科書のための書きおろし 石川幸男

五下 竹取物語 伝統的な言語文化

「新編日本古典文学全集12

竹取物語 伊勢物語 大和物語

平中物語」

片桐洋一ほか 小学館 1999年

五下 平家物語 伝統的な言語文化
「新編日本古典文学全集45

平家物語①」
市古貞次 小学館 1994年

五下 はととありのこと 伝統的な言語文化
「日本古典文学大系90　仮名

草子集」
前田金五郎ほか 岩波書店 1965年

五下 雪わたり 文学
『校本　宮沢賢治全集　第十

一巻』
宮沢賢治 筑摩書房 1974年

左記を出典に，教

科書用に一部を訂

正したもの

五下 はたはたのうた 鑑賞詩
『定本　室生犀星全詩集　第

三巻』
室生犀星 冬樹社 1978年

五下 雪 鑑賞詩 『三好達治全詩集　一』 三好達治 筑摩書房 1970年

五下 まんがの方法 説明文 教科書のための書きおろし 石田佐恵子

五下 みすゞさがしの旅

五下 　みすゞさがしの旅 説明文 教科書のための書きおろし 矢崎節夫

五下 　大漁 詩 『金子みすゞ全集Ⅰ』 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 1984年

五下 　わたしと小鳥とすずと 詩 『金子みすゞ全集Ⅲ』 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 1984年

五下 三人の旅人たち 文学 『しずくの首飾り』
ジョーン・エイキン／

猪熊葉子訳
岩波書店 2005年

五下 附子（狂言） 伝統的な言語文化 教科書のための書きおろし 木下順二
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六上 導入詩 鑑賞詩 教科書のための書きおろし

六上 風景　純銀もざいく 鑑賞詩 『山村暮鳥全詩集』 山村暮鳥 彌生書房 1964年

六上 あの坂をのぼれば 文学 『小さな町の風景』 杉みき子 偕成社 2012年

六上 春はあけぼの 伝統的な言語文化
「新編日本古典文学全集18

枕草子」
松尾　聡ほか 小学館 1999年

六上 薫風 随筆
『ここにあなたのいる不思

議』
黛まどか PHP研究所 1999年

左記を出典に，筆

者が教科書用に一

部訂正したもの。

六上 「迷う」 説明文
『ネコはどうしてわがまま

か』
日高敏隆 新潮社 2008年

左記を出典に，筆

者が教科書用に一

部訂正したもの。

六上 雪は新しいエネルギー 説明文 教科書のための書きおろし 媚山政良

六上 雨

六上 　村雨の… 短歌
『新編日本古典文学全集43

新古今和歌集』
峯村文人 小学館 1999年

六上 　五月雨を… 俳句
『新編日本古典文学全集70

松尾芭蕉集①』
井本農一、堀信夫 小学館 1999年

六上 　『雨ニモマケズ』 鑑賞詩 『校本　宮澤賢治全集　第六 宮澤賢治 筑摩書房 1988年

六上 川とノリオ 文学
理論社名作の愛蔵版『川とノ

リオ』
いぬいとみこ 理論社 1982年

六上 イナゴ 鑑賞詩 『まど・みちお全詩集』新訂 まど・みちお 理論社 2001年

六上 言葉と仕事　作家　梨木香歩 文学 教科書のための書きおろし 梨木香歩

六上 ブラッキーの話 文学 教科書のための書きおろし 梨木香歩

六下 ぼくの世界，君の世界 説明文 教科書のための書きおろし 西　研

六下 言葉は時代とともに

六下 　田子の浦ゆ… 短歌
「新編日本古典文学全集6

万葉集①」
小島憲之ほか 小学館 1994年

六下 　淡海の海… 短歌
「新編日本古典文学全集6

万葉集①」
小島憲之ほか 小学館 1994年

六下 　瓶にさす… 短歌
「子規全集　第六巻　短歌

歌會稿」
正岡子規 講談社 1977年

六下 　くれなゐの… 短歌
「子規全集　第六巻　短歌

歌會稿」
正岡子規 講談社 1977年

六下 　柿食へば… 俳句 「子規全集　第二巻　俳句 正岡子規 講談社 1975年

六下 　いくたびも… 俳句 「子規全集　第二巻　俳句 正岡子規 講談社 1975年

六下 　「坊っちゃん」部分 文学 「漱石全集　第二巻」 夏目金之助 岩波書店 2002年
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六下 　「杜子春」部分 文学 「芥川龍之介全集　第六巻」 芥川龍之介 岩波書店 2007年

六下 きつねの窓 文学
少年少女短編名作選『風と木

の歌』
安房直子 実業之日本社 1972年

六下 言葉と私たち

六下 若田光一さん 文学 教科書のための書きおろし 若田光一

六下 上橋菜穂子さん 文学 『物語と歩いてきた道』 上橋菜穂子 偕成社 2017年

六下 ロバート キャンベルさん 文学 教科書のための書きおろし ロバート キャンベル

六下 伊能忠敬 説明文 教科書のための書きおろし 国松俊英

六下 ひろがる言葉

六下 糸 歌詞
『中島みゆき全歌集　1987-

2003』
中島みゆき 朝日新聞出版 2015年

六下 桐生選手が9秒88 新聞 毎日小学生新聞 毎日新聞社 2017年

六下 『星の王子さま』 文学 『星の王子さま』
サン＝テグジュペリ、

内藤濯訳
岩波書店 1999年

六下 子どもたちを救いたい 説明文 教科書のための書きおろし 真鍋和子

六下 伝えられてきた作品

六下 　「徒然草」序段 伝統的な言語文化
「新編日本古典文学全集44

方丈記 徒然草 正法眼蔵随聞
神田秀夫ほか 小学館 1998年

六下 　「おくのほそ道」冒頭 伝統的な言語文化
「新編日本古典文学全集71

松尾芭蕉集②」
井本農一ほか 小学館 1997年

六下 　銀の滴… 文学 『アイヌ神謡集』 知里幸恵 岩波書店 2008年

六下 　ゑけ上がる… 文学 『おもろさうし（上）』 外間守善 岩波書店 2000年

六下 正岡子規

六下 　六月を… 俳句 『子規全集　第二巻　俳句 正岡子規 講談社 1975年

六下 　柿くへば… 俳句 『子規全集　第二巻　俳句 正岡子規 講談社 1975年

六下 　夏草や… 俳句 『子規全集　第三巻　俳句 正岡子規 講談社 1977年

六下 　うちあぐる… 短歌
『子規全集　第六巻　短歌

歌會稿』
正岡子規 講談社 1977年

六下 　障子明けよ… 俳句 『子規全集　第二巻　俳句 松山市立子規記念博物 講談社 1975年

六下 言葉と仕事　翻訳家 文学 教科書のための書きおろし 金原瑞人


