
15　1年生でよみたい本

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 里山百年図鑑 松岡 達英 小学館 40/マ

2 どうぶつのあしがたずかん 加藤 由子 ヒサ クニヒコ 岩崎書店 48/カ

3 ほんとのおおきさ動物園 高岡 昌江 学研教育出版 48/ホ

4 子どもの写真で見る世界のあいさつ言葉 稲葉 茂勝 今人舎 80/イ

5 ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 講談社 91/ア

6 おさるのまいにち いとう ひろし 講談社 91/イ

7 花いっぱいになあれ 松谷 みよ子 西山 三郎 岩崎書店 91/ニ/13

8 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子 福音館書店 91/マ

9 ぐりとぐら 中川 李枝子 大村 百合子 福音館書店 E/オ

10 きかんしゃ　やえもん 阿川 弘之 岡部 冬彦 岩波書店 E/オ

11 いいことって　どんなこと 神沢 利子 片山 健 福音館書店 E/カ

12 あめふり さとう わきこ さとう わきこ 福音館書店 E/サ

13 バナナ 斎藤 雅緒 フレーベル館 E/サ

14 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

15 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

16 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

17 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

18 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

19 かにむかし 木下 順二 清水 崑 岩波書店 E/シ

20 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

21 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

22 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

23 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

24 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

25 ぞうさんレレブム シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 E/シ

26 だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン デイビッド・シャノン 小川 仁央 評論社 E/シ

27 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック じんぐう てるお 冨山房 E/セ

28 とべバッタ 田島 征三 田島 征三 偕成社 E/タ

29 キャベツくん 長　新太 長　新太 文研出版 E/チ

30 ふゆめがっしょうだん 長 新太 冨成 忠夫、茂木 透 福音館書店 E/ト

31 がたごと　がたごと 内田 麟太郎 西村 繁男 童心社 E/ニ

32 やこうれっしゃ 西村 繁男 西村 繁男 福音館書店 E/ニ

33 わたしのワンピース にしまき かやこ にしまき かやこ こぐま社 E/ニ



15　1年生でよみたい本

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 はだかの王さま アンデルセン バージニア・リー・バートン 乾 侑美子 岩波書店 E/ハ

35 えんぴつびな 長崎 源之助 長谷川 知子 金の星社 E/ハ

36 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 光吉 夏弥 ほるぷ出版 E/ハ

37 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 バージニア・リー・バートン むらおか はなこ 福音館書店 E/ハ

38 くろねこかあさん 東　君平 東　君平 福音館書店 E/ヒ

39 おしいれのぼうけん 古田 足日 田畑 精一 童心社 E/フ

40 きょだいな　きょだいな 長谷川 摂子 降矢 なな 福音館書店 E/フ

41 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン せた ていじ 福音館書店 E/フ

42 あかい　ふうせん イエラ・マリ ほるぷ出版 E/マ

43 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ

44 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ

45 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ

46 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ

47 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ

48 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 E/マ



16　日本の絵本1年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 ねぎぼうずのあさたろう　その１ 飯野 和好 飯野 和好 福音館書店 E/ア

2 あのときすきになったよ 薫 くみこ 飯野 和好 教育画劇 E/イ

3 けんかのきもち 柴田 愛子 伊藤 秀男 ポプラ社 E/イ

4 あいうえおにぎり ねじめ 正一 いとう ひろし 偕成社 E/イ

5 １４ひきのおつきみ いわむら かずお いわむら かずお 童心社 E/イ

6 ジローとぼく 大島 妙子 大島 妙子 偕成社 E/オ

7 おかえし 村山 桂子 織茂 恭子 福音館書店 E/オ

8 こんこんさまに　さしあげそうろう 森 はな 梶山 俊夫 PHP研究所 E/カ

9 どんどん　どんどん 片山　健 片山 健 文研出版 E/カ

10 やさいのおなか きうち かつ きうち かつ 福音館書店 E/キ

11 かえるの平家ものがたり 日野 十成 斎藤 隆夫 福音館書店 E/サ

12 わたしのぼうし さの ようこ さの ようこ ポプラ社 E/サ

13 さかな１ぴき　なまのまま さの ようこ さの ようこ フレーベル館 E/サ

14 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 E/サ

15 空とぶライオン 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 E/サ

16 おれはねこだぜ 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 E/サ

17 だってだってのおばあさん 佐野 洋子 佐野 洋子 フレーベル館 E/サ

18 ねえ　とうさん 佐野 洋子 佐野 洋子 小学館 E/サ

19 おじさんのかさ 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 E/サ

20 まえむき　よこむき　うしろむき 鈴木 まもる 鈴木 まもる 金の星社 E/ス

21 がっこうでトイレにいけるかな？ 村上 八千世 せべ まさゆき ほるぷ出版 E/セ

22 あいうえ　おちあいくん 武田 美穂 武田 美穂 ポプラ社 E/タ

23 となりのせきのますだくん 武田 美穂 武田 美穂 ポプラ社 E/タ

24 おばけとモモちゃん 松谷 みよ子 武田 美穂 講談社 E/タ

25 風にふかれて 今江 祥智 長　新太 BL出版 E/チ

26 ドオン！ 山下 洋輔 長 新太 福音館書店 E/チ

27 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎 長 新太 文研出版 E/チ

28 そらまめくんのベッド なかやみわ なかやみわ 福音館書店 E/ナ

29 ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる 馬場 のぼる こぐま社 E/ハ

30 小さなピスケのはじめてのともだち 二木 真希子 二木 真希子 ポプラ社 E/フ

31 ともだち　ひきとりや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

32 くるまはいくつ？ 渡辺 茂男 堀内 誠一 福音館書店 E/ホ

33 おおきなきがほしい 佐藤 さとる 村上 勉 偕成社 E/ム

34 しんせつなともだち 方 軼羣 村山 知義 君島 久子 福音館書店 E/ム



16　日本の絵本1年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

35 ぐりとぐらのおおそうじ 中川 李枝子 山脇 百合子 福音館書店 E/ヤ

36 あめだまをたべたライオン 今江 祥智 和田　誠 フレーベル館 E/ワ



17　外国の絵本1年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 ゆかいなゆうびんやさん
ジャネット＆

アラン・アルバーグ
ジャネット＆

アラン・アルバーグ
文化出版局 E/ア

2 ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー バーナード・ウェーバー 小杉 佐恵子 大日本図書 E/ウ

3 もう一羽のがちょう ジュディス・カー ジュディス・カー まつかわ まゆみ 評論社 E/カ

4 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

5 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

6 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

7 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

8 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

9 はらぺこあおむし エリック・カール もり ひさし 偕成社 E/カ

10 ぼちぼちいこか マイク・セイラー ロバート・グロスマン いまえ よしとも 偕成社 E/ク

11 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー ヘレン・クーパー せな あいこ アスラン書房 E/ク

12 はなをくんくん ルース・クラウス マーク・シーモント きじま はじめ 福音館書店 E/サ

13 よかったね　ネッドくん レミー・シャーリップ レミー・シャーリップ 八木田 宣子 偕成社 E/シ

14 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー ジェリー・ジョイナー 岸田 衿子 ほるぷ出版 E/シ

15 きっと　みんな　よろこぶよ！ ピーター・スピアー ピーター・スピアー 松川 真弓 評論社 E/ス

16 ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド ローレン・チャイルド 木坂 涼 フレーベル館 E/チ

17 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス ティファニー・ビーク 木坂　涼 理論社 E/ヒ

18 おかあさんだいすき マージョリー・フラック マージョリー・フラック 光吉 夏弥 岩波書店 E/フ

19 キツネ マーガレット・ワイルド ロン・ブルックス 寺岡 襄 BL出版 E/フ

20 赤いおおかみ フリードリヒ・カール・ヴェヒター フリードリヒ・カール・ヴェヒター 小澤 俊夫 古今社 E/ヘ

21 さるのオズワルド エゴン・マチーセン エゴン・マチーセン 松岡 享子 こぐま社 E/マ

22 あくたれラルフ ジャック・ガントス エコール・ルーベル いしい ももこ 童話館出版 E/ル

23 ジャイアント・ジョン アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 福本 友美子 文化出版局 E/ロ

24 ふくろうくん アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木 卓 文化出版局 E/ロ

25 どろんここぶた アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 岸田 衿子 文化出版局 E/ロ

26 とうさんおはなしして アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木 卓 文化出版局 E/ロ

27 ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木 卓 文化出版局 E/ロ

28 ふたりはきょうも アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木 卓 文化出版局 E/ロ

29 ふたりはいつも アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木 卓 文化出版局 E/ロ



18　おはなしどうぶつえん１年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

2 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

3 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

4 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

5 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

6 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 理論社 91/サ

7 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

8 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

9 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

10 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

11 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

12 きいろいばけつ もりやま みやこ あかね書房 91/モ

13 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

14 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

15 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

16 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

17 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

18 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン S．D．シンドラー せな あいこ アスラン書房 E/シ

19 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

20 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

21 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

22 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

23 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

24 さかさまライオン 内田 麟太郎 長 新太 童心社 E/チ

25 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

26 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

27 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

28 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

29 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

30 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社 E/フ

31 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

32 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

33 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ



18　おはなしどうぶつえん１年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

35 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

36 ともだちや 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社 E/フ

37 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

38 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

39 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

40 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

41 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

42 ひとまねこざるときいろいぼうし H．A．レイ H．A．レイ 光吉 夏弥 岩波書店 E/レ

43 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ

44 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ

45 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ

46 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ

47 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ

48 ３びきのくま トルストイ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館書店 E/ワ



19　2年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 じめんのうえとじめんのした アーマ・E．ウェバー 藤枝 澪子 福音館書店 47/ウ

2 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

3 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

4 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

5 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

6 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

7 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 あゆ子 福音館書店 48/ア

8 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

9 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

10 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

11 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

12 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

13 アリの世界 （科学のアルバム） 栗林　慧 あかね書房 48/ク

14 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール つぼい いくみ 福音館書店 64/コ

15 ねこと友だち いとう ひろし 徳間書店 91/イ

16 くまの子ウーフ 神沢 利子 ポプラ社 91/カ

17 いぬうえくんが　やってきた きたやま ようこ あかね書房 91/キ

18 ペンギンたんけんたい 斉藤 洋 講談社 91/サ

19 かわいそうなぞう 土家 由岐雄 金の星社 91/ツ

20 どれみふぁけろけろ 東 君平 東 君平 あかね書房 91/ヒ

21 きつねとたんぽぽ 松谷 みよ子 小峰書店 91/マ

22 オバケちゃん 松谷 みよ子 講談社 91/マ

23 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー 松岡 享子 福音館書店 93/ウ

24 ぼくはめいたんてい１　きえた犬のえ
マージョリー・ワイン

マン・ 光吉 夏弥 大日本図書 93/シ/1

25 わにのはいた マーガリット・ドリアン 光吉 夏弥 大日本図書 93/ト

26 あのね、わたしのたからものはね ジャニス・メイ・ユードリイ 川合 知子 偕成社 93/ユ

27 ネコのミヌース アニー・M．Ｇ．シュミット 西村 由美 徳間書店 94/シ

28
おそうじをおぼえたがらないリスの
ゲルランゲ

ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 山口 智子 福音館書店 95/ロ

29 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 エドワード・アーディゾーニ せた ていじ 福音館書店 E/ア

30 かさ 太田 大八 太田 大八 文研出版 E/オ

31 おかあさんの目 あまん きみこ くろい けん あかね書房 E/ク

32 さっちゃんの　まほうのて
先天性四肢障害

児
たばた せいいち 偕成社 E/サ

33 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
アレクサンダー・スタッ

ドラー まえざわ あきえ 文化出版局 E/ス



19　2年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 チロヌップのきつね たかはし ひろゆき たかはし ひろゆき 金の星社 HE/タ

35 ぞうのホートン　ひとだすけ ドクター・スース ドクター・スース 渡辺 茂男 偕成社 E/ト

36 せなかをとんとん 最上 一平 長谷川 知子 ポプラ社 E/ハ

37 たんぽぽ 平山 和子 平山 和子 福音館書店 E/ヒ

38 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ ボフダン・ブテンコ うちだ りさこ 福音館書店 E/フ

39 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子 降矢 奈々 福音館書店 E/フ

40 あかちゃんのゆりかご レベッカ・ボンド レベッカ・ボンド さく まゆみこ 偕成社 E/ホ

41 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや みやにし たつや すずき出版 E/ミ

42 スイミー レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川 俊太郎 好学社 E/レ

43 ともだち 谷川 俊太郎 和田 誠 玉川大学出版部 E/ワ



20　2年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー こだま ともこ フレーベル館 38/ヒ

2 庭の1年 たかはし きよし 偕成社 40/タ

3 う・ん・ち なかの ひろみ 福音館書店 48/ナ

4 おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越 ようせい ポプラ社 48/ミ

5 コロコロ　どんぐり　みゅーじあむ いわさ ゆうこ アリス館 65/イ

6 おおきな　おおきな　おいも 赤羽 末吉 福音館書店 91/ア

7 ざりがにのおうさま　まっかちん 大友 康夫 福音館書店 91/オ

8 ふらいぱんじいさん 神沢 利子 あかね書房 91/カ

9 １ねん１くみ１ばんワル 後藤 竜二 ポプラ社 91/コ

10 いやいやえん 中川 李枝子 福音館書店 91/ナ

11 ももいろのきりん 中川 李枝子 福音館書店 91/ナ

12 ねこのおんがえし 中川 李枝子 のら書店 91/ナ

13 でんでんむしのかなしみ 新美 南吉 かみや しん 大日本図書 91/ニ

14 ロボット・カミィ 古田 足日 福音館書店 91/フ

15 みしのたくかにと 松岡 享子 こぐま社 91/マ

16 なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 学研教育出版 91/マ

17 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 渡辺 茂男 福音館書店 93/カ

18 ねこのなまえ いとう ひろし いとう ひろし 徳間書店 E/イ

19 ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ 上野 紀子 あかね書房 E/ウ

20 歯がぬけた 中川 ひろたか 大島 妙子 PHP研究所 E/オ

21 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン再話 ヘレン・オクセンバリー 山口 文生 評論社 E/オ

22 ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ 木島 始 偕成社 E/キ

23 声に出すえいご絵本 アルク E/コ

24 雨、あめ ピーター・スピアー 評論社 E/ス

25 はたけのカーニバル 田島 征三 田島 征三 童心社 E/タ

26 こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子 二俣 英五郎 童心社 E/フ

27 みえないって　どんなこと？ 星川 ひろ子 星川 ひろ子 岩崎書店 E/ホ

28 まいごのどんぐり 松成 真理子 松成 真理子 童心社 E/マ

29 おまえ　うまそうだな 宮西 達也 宮西 達也 ポプラ社 E/ミ

30 おおきくなるっていうことは 中川 ひろたか 村上 康成 童心社 E/ム

31 巣をつくる　あなをほる アンネ・メッラー アンネ・メッラー 今泉 みね子 岩波書店 E/メ

32 トマトのひみつ 山口 進 山口 進 福音館書店 E/ヤ

33 ダンボールくん ジェローム・リュイエ ジェローム・リュイエ しまだ かんぞう 小峰書店 E/リ



21　３年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 五月は花笠！ 後藤 竜二 新日本出版社 91/コ

2 なん者ひなた丸　ねことんの術の巻 斉藤 洋 あかね書房 91/サ

3 あしたからは名探偵 杉山 亮 偕成社 91/ス

4 カッパのぬけがら なかがわ ちひろ 理論社 91/ナ

5 イヌのヒロシ 三木 卓 理論社 91/ミ

6 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー 石井 桃子 童心社 93/ア

7 おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ 掛川 恭子 のら書店 93/ス

8 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 菱木 晃子 ほるぷ出版 94/ス

9 小さいおばけ オトフリート・プロイスラー はたさわ ゆうこ 徳間書店 94/フ

10 だいじょうぶ　だいじょうぶ いとう ひろし いとう ひろし 講談社 E/イ

11 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 エヴァ・エリクソン 菱木 晃子 あすなろ書房 E/エ

12 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

13 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

14 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

15 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

16 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

17 タンゲくん 片山 健 片山 健 福音館書店 E/カ

18 つるちゃん 金城 明美 金城 明美 高文研 E/キ

19 おじいさんのハーモニカ ヘレン・V．グリフィス ジェイムズ・スティーブンソン 今村 葦子 あすなろ書房 E/ス

20 まちんと 松谷 みよ子 司 修 偕成社 E/ツ

21 ぼくのいのち 細谷 亮太 永井 泰子 岩崎書店 E/ナ

22 いのちは見えるよ 及川 和男 長野 ヒデ子 岩崎書店 E/ナ

23 おじいちゃんの　ごくらく　ごくらく 西本 鶏介 長谷川 義史 鈴木出版 E/ハ

24 忘れても好きだよ　おばあちゃん！ ダグマー・H．ミュラー フェレーナ・バルハウス ささき たづこ あかね書房 E/ハ

25 アナグマのもちよりパーティ ハーウィン・オラム スーザン・バレイ 小川 仁央 評論社 E/ハ

26 ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山 太市 評論社 E/ヒ

27 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 エリック・ブレグバッド 中村 妙子 偕成社 E/フ

28 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ おのでら ゆりこ 福音館書店 E/ヘ

29 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン ケビン・ホークス 福本 友美子 岩崎書店 E/ホ

30 木のうた イエラ・マリ ほるぷ出版 E/マ



22　３年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 つな引きのお祭り 北村 皆雄 福音館書店 38/キ

2 「和」の行事えほん　①春と夏の巻 髙野 紀子 あすなろ書房 38/タ/1

3 「和」の行事えほん　②秋と冬の巻 髙野 紀子 あすなろ書房 38/タ/2

4 いのちのカプセル　まゆ 新開 孝 ポプラ社 48/シ

5 ハクチョウ 竹田津 実 アリス館 48/タ

6 ずら～りカエル　ならべてみると… 高岡 昌江 アリス館 48/タ

7 えっちゃんのせんそう 岸川 悦子 文渓堂 91/キ

8 じっぽ たつみや 章 広瀬 弦 あかね書房 91/タ

9 龍の子太郎 松谷 みよ子 講談社 91/マ

10 心霊スポットへようこそ　1 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/1

11 心霊スポットへようこそ　2 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/2

12 心霊スポットへようこそ　3 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/3

13 心霊スポットへようこそ　4 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/4

14 心霊スポットへようこそ　5 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/5

15 心霊スポットへようこそ　6 山口 理 伊東 ぢゅん子 いかだ社 91/ヤ/6

16 小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン 大塚 勇三 学研教育出版 94/フ

17 えほんねぶた あべ 弘士 あべ 弘士 講談社 E/ア

18 ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 瀬尾 七重 岡本 順 教育画劇 E/オ

19 ながさき　くんち 太田 大八 太田 大八 童心社 E/オ

20 エイサーガーエー　おきなわのえほん 儀間 比呂志 儀間 比呂志 ゆみ・Hayashi　YatEs ルック E/キ

21 祇園祭 田島 征彦 田島 征彦 童心社 E/タ

22 津波!!命を救った稲むらの火 高村 忠範 高村 忠範 汐文社 E/タ

23 なんででんねん天満はん 今江 祥智 長 新太 童心社 E/チ

24 おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子 長野 ヒデ子 童心社 E/ナ

25 アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル・バンサン BL出版 E/ハ

26 たまごのはなし ダイアナ・アストン シルビア・ロング 千葉 茂樹 ほるぷ出版 E/ロ

27 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト アニタ・ローベル 松川 真弓 評論社 E/ロ

28 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード リンド・ワード 渡辺 茂男 ほるぷ出版 E/ワ



 23　ヒキガエルとんだ大冒険

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

2 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

3 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

4 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

5 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

6 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

7 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

8 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

9 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

10 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

11 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

12 消えたモートン　とんだ大そうさく ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

13 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

14 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

15 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

16 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

17 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

18 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

19 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

20 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

21 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

22 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

23 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

24 SOS！あやうし空の王さま号 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

25 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

26 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

27 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

28 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

29 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

30 ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

31 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

32 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

33 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ
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34 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

35 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

36 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

37 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

38 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

39 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

40 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

41 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ

42 ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・E・エリクソン 佐藤 涼子 評論社 93/エ



24　 ４年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 絵で読む広島の原爆 那須 正幹 福音館書店 31/ナ

2 世界一おいしい火山の本 林 信太郎 小峰書店 45/ハ

3 ゆりかごは口の中 桜井 淳史 ポプラ社 48/サ

4 ホタルの国から さとうなおみ　さとうふみやす 新日本出版 48/サ

5 雄太昆虫記 中川 雄太 くもん出版 48/ナ

6 宇宙人のしゅくだい 小松 左京 講談社 91/コ

7 つるばら村のパン屋さん 茂市 久美子 講談社 91/モ

8 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 柳瀬 尚紀 評論社 93/タ/2

9 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 中村 浩三 偕成社 94/フ

10 ほんとうの空色 バラージュ・ベーラ 徳永 康元 岩波書店 99/ハ

11 かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー デヴィッド・ウィーズナー 当麻 ゆか 徳間書店 E/ウ

12 ばけものつかい 川端 誠 クレヨンハウス E/カ

13 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

14 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

15 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

16 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

17 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

18 Oじいさんのチェロ ジェーン・カトラー グレッグ・コーチ タケカワ ユキヒデ あかね書房 E/コ

19 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

20 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

21 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

22 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

23 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

24 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま 神戸 光男 西村 繁男 童心社 E/ニ

25 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ

26 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ

27 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ

28 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ

29 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ

30 つる/サダコの願い エリナー・コア エド・ヤング こだま ともこ 日本図書センター E/ヤ



25　４年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 犬たちがくれた音 高橋 うらら 金の星社 36/タ

2 点字どうぶつえん 菊地 清 菊地 清 同友館 37/テ

3 わたしたちのトビアス セシリア・スベドベリ 山内 清子 偕成社 37/ワ

4 ぼくらの地図旅行 那須 正幹 福音館書店 44/ナ

5 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施 哲治 くもん出版 44/フ

6 おかえりコウノトリ 佐竹 節夫 童心社 48/サ

7 米が育てたオオクワガタ 山口 進 岩崎書店 48/ヤ

8 ぼくのお姉さん 丘 修三 偕成社 91/オ

9 びりっかすの神さま 岡田 淳 偕成社 91/オ

10 ブンダバー くぼしま りお ポプラ社 91/ク

11 猫は生きている 早乙女 勝元 理論社 91/サ

12 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや 章 講談社 91/タ

13 かくれ山の冒険 富安 陽子 PHP研究所 91/ト

14 子どものすきな神さま 新美 南吉 小峰書店 91/ニ

15 新美南吉童話選集　1 新美 南吉 ポプラ社 91/ニ/1

16 新美南吉童話選集　2 新美 南吉 ポプラ社 91/ニ/2

17 新美南吉童話選集　3 新美 南吉 ポプラ社 91/ニ/3

18 新美南吉童話選集　4 新美 南吉 ポプラ社 91/ニ/4

19 新美南吉童話選集　5 新美 南吉 ポプラ社 91/ニ/5

20 だれもしらない 灰谷 健次郎 あかね書房 91/ハ

21 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース 荒 このみ 福音館書店 93/エ

22 トム・ソーヤーの冒険　上 マーク・トウェイン 石井 桃子 岩波書店 93/ト/1

23 トム・ソーヤーの冒険　下 マーク・トウェイン 石井 桃子 岩波書店 93/ト/2

24 ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 井伏 鱒二 岩波書店 93/ロ

25 エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 池田 香代子 池波書店 94/ケ

26 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
メアリー・アゼアリアン 千葉 茂樹 BL出版 E/ア

27 せかいいいち　うつくしい　ぼくの村 小林 豊 小林 豊 ポプラ社 E/コ

28 天使のクリスマス ピーター・コリントン ピーター・コリントン ほるぷ出版 E/コ

29 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

30 干し柿 西村 豊 西村 豊 あかね書房 E/ニ

31 わたしたち手で話します フランツ・ヨーゼフ・ファイニク フェレーナ・バルハウス ささき たづこ あかね書房 E/ハ

32 わたしの足は車いす フランツ・ヨーゼフ・ファイニク フェレーナ・バルハウス ささき たづこ あかね書房 E/ハ

33 おひさまいろのきもの 広野 多珂子 広野 多珂子 福音館書店 E/ヒ

34 わたしの妹は耳がきこえません
ジーン・ホワイトハウ

ス・ デボラ・レイ 土井 美代子 偕成社 E/レ



26　読書発表会をしよう４年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

2 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

3 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

4 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

5 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

6 冒険図鑑 さとうち 藍 福音館書店 78/サ

7 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

8 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

9 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

10 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

11 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

12 吉四六さんと庄屋さん 冨田 博之 国土社 91/ト

13 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

14 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

15 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

16 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

17 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

18 子どもに語る　トルコの昔話 児島 満子 児島 満子 こぐま社 93/コ

19 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

20 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

21 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

22 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

23 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

24 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン ルドミラ・ゼーマン 脇 明子 岩波書店 E/セ

25 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ

26 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ

27 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ

28 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ

29 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ

30 きみが微笑む時 長倉 洋海 福音館書店 748/ナ



27　５年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 子ども論語塾 安岡 定子 明治書院 12/コ

2 お米は生きている 富山 和子 講談社 61/ト

3 オオサンショウウオの夏 阿部 夏丸 佼成出版社 91/ア

4 つくも神 伊藤 遊 ポプラ社 91/イ

5 Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ～とぅーとれいんず～ 魚住 直子 学研教育出版 91/ウ

6
少年探偵・江戸川乱歩　第１巻
怪人二十面相

江戸川 乱歩 ポプラ社 91/エ/1

7 かはたれ 朽木 祥 福音館書店 91/ク

8 キャプテンはつらいぜ 後藤 竜二 講談社 91/コ

9 夏ものがたり 野上 暁 偕成社 91/ナ

10 ツー・ステップス！ 梨屋 アリエ 岩崎書店 91/ナ

11 白旗の少女 比嘉 富子 講談社 91/ヒ

12 チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ チャールズ・M．シュルツ 細谷 亮太 岩崎書店 93/シ

13 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

14 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

15 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

16 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

17 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

18 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 子安 亜弥 ポプラ社 93/テ

19 エリカ　奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー ロベルト・インノチェンティ 柳田 邦男 講談社 E/イ

20 西遊記　一　石からうまれた孫悟空 唐 亜明 于 大武 偕成社 E/ウ

21 西遊記　二　金角銀角のひょうたん 唐 亜明 于 大武 偕成社 E/ウ

22 西遊記　三　火焔山を越えて 唐 亜明 于 大武 偕成社 E/ウ

23 よあけ ユリー・シュルヴィッツ ユリー・シュルヴィッツ 瀬田 貞二 福音館書店 E/シ

24 豚のＰちゃんと32人の小学生 黒田 恭史 ミネルヴァ書房 375/ク

25 三毛猫ホームズの四捨五入 赤川 次郎 岩崎書店 913.6/ア/2

26 天山の巫女ソニン　第一巻 菅野 雪虫 講談社 913.6/ス/1

27 とむらう女 ロレッタ・エルスワース 代田 亜香子 作品社 933/エ

28 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 河野 万里子 白水社 963/セ



28　５年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤 健二 汐文社 30/コ

2 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本 敏晴 山本 敏晴 小学館 30/ヤ

3 てつびん物語 土方 正志 奥野 安彦 偕成社 36/ヒ

4 みみずのカーロ 今泉 みね子 合同出版 37/イ

5 ブタとサツマイモ 梅﨑 昌裕 小峰書店 38/ウ

6 あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス=スズキ ナマケモノ倶楽部 学陽書房 51/カ

7 漁師さんの森づくり 畠山 重篤 講談社 51/ハ

8 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐 幸子 さ・え・ら書房 53/ト

9 ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡 鋭治 講談社 53/ミ

10 りんご 叶内 拓哉 叶内 拓哉 福音館書店 62/カ

11 森は生きている 富山 和子 講談社 65/ト

12 竹炭のふしぎな力 中根 周歩 小峰書店 65/ナ

13 白神山地 鈴木 喜代春 くもん出版 91/ス

14 空へつづく神話 富安 陽子 偕成社 91/ト

15 夏ものがたり 野上 暁 偕成社 91/ナ

16 生きのびるために デボラ・エリス もりうち すみこ さ・え・ら書房 93/エ

17 百まいのドレス エレナー・エスティス 石井 桃子 岩波書店 93/エ

18 こちら『ランドリー新聞』編集部 アンドリュー・クレメンツ 田中 奈津子 講談社 93/ク

19 秘密の花園 フランシス・ホゾリン・バーネット 猪熊 葉子 福音館書店 93/ハ

20 ケンスケの王国 マイケル・モーパーゴ 佐藤 見果夢 評論社 93/モ

21 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

22 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

23 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

24 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

25 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

26 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社 369/カ

27 みんなで見守る世界遺産白神山地 齋藤 宗勝 アリス館 402/サ

28 南極がこわれる 藤原 幸一 ポプラ社 488/フ



29　図書すいせん会をしよう５年生

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

2 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

3 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

4 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

5 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

6 バッテリー あさの あつこ 教育画劇 91/ア

7 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

8 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

9 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

10 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

11 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

12 銀河鉄道の夜　新装版 (宮沢賢治童話集3) 宮沢 賢治 講談社 91/ミ

13 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

14 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

15 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

16 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

17 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

18 学習まんが人物館　宮沢賢治 小学館 91/ミ

19 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

20 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

21 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

22 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

23 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

24 ホビットの冒険　上 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/1

25 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2

26 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2

27 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2

28 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2

29 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2

30 ホビットの冒険　下 J．R．R．トールキン 瀬田 貞二 岩波書店 93/ト/2



30　６年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 オーロラの向こうに 松本 紀生 教育出版 29/マ

2
あなたのたいせつなものはなんですか？
・・・カンボジアより 山本 敏晴 小学館 30/ヤ

3 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子 小学館 49/オ

4 アフガニスタン　山の学校の子どもたち 長倉 洋海 偕成社 74/ナ

5 トモ、ぼくは元気です 香坂 直 講談社 91/コ

6 １２歳たちの伝説 後藤 竜二 新日本出版社 91/コ

7 源平の風 斉藤 洋 偕成社 91/サ

8 汽笛 長崎 源之助 ポプラ社 91/ナ

9 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

10 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

11 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

12 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

13 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

14 それいけズッコケ三人組 那須 正幹 ポプラ社 91/ナ

15 カラフル 森 絵都 講談社 91/モ

16 夏の庭 湯本 香樹実 徳間書店 91/ユ

17 時をさまようタック ナタリー・バビット 小野 和子 評論社 93/ハ

18 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

19 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

20 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

21 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

22 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

23 ライオンと魔女（ナルニア国物語） C．S．ルイス 瀬田 貞二 岩波書店 93/ル

24 盗まれた記憶の博物館　上 ラルフ・イーザウ 酒寄 進一 あすなろ書房 94/イ/1

25 盗まれた記憶の博物館　下 ラルフ・イーザウ 酒寄 進一 あすなろ書房 94/イ/2

26 アントン エリザベート・ツェラー 中村 智子 主婦の友社 94/ツ

27 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

28 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

29 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

30 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

31 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

32 奇巖城（シリーズ怪盗ルパン第4巻）　 モーリス・ルブラン ポプラ社 95/ル

33 ルリユールおじさん いせ ひでこ 講談社 Ｅ/イ



30　６年生で読みたい本①

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 平和の種をまく 大塚 敦子 大塚 敦子 岩崎書店 E/オ

35 ナビル　ある少年の物語 ガブリエル・バンサン ガブリエル・バンサン 今江 祥智 ＢＬ出版 E/ハ

36 アローハンと羊 興 安 蓮見 治雄 こぐま社 E/ヒ

37 いっしょにいきるって、なに？ オスカー・ブルニフィエ 西宮 かおり 朝日出版社 150/フ

38 「あの日」のこと 高橋 邦典 高橋 邦典 ポプラ社 369/タ



31　６年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 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 国土社 19/キ

2 マザー・テレサ 沖 守弘 くもん出版 19/テ

3 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース 上遠 恵子 偕成社 28/カ

4 源　義経 今西 祐行 講談社 28/ミ

5 杉原千畝物語 杉原 幸子・杉原 弘樹 金の星社 28/ス

6 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

7 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

8 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

9 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

10 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

11 夏目漱石（伝記　世界を変えた人20） 三田村 信行 偕成社 28/ナ

12 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン 片岡 しのぶ あすなろ書房 28/ハ

13 エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル 千葉 茂樹 あすなろ書房 29/キ

14 大望遠鏡「すばる」誕生物語 小平 桂一 金の星社 44/コ

15 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館 童心社 45/キ

16 アニマルアイズ２　死を食べる 宮崎 学 偕成社 48/ミ/2

17 宇宙においでよ！ 野口 聡一 講談社 53/ノ

18 ブータンの朝日に夢をのせて 小暮 正夫 くもん出版 61/コ

19 おじいちゃんは水のにおいがした 今森 光彦 偕成社 66/イ

20 ユージン・スミス　楽園へのあゆみ 土方 正志 偕成社 74/ス

21 メンデルスゾーンとアンデルセン 中野 京子 さ・え・ら書房 76/メ

22 あきらめないこと、それが冒険だ 野口 健 学研教育出版 78/ノ

23 ジョン万次郎漂流記 井伏 鱒二 偕成社 91/イ

24 ビート・キッズ 風野 潮 講談社 91/カ

25 源平の風 斉藤 洋 偕成社 91/サ

26 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 松永 ふみ子 岩波書店 93/カ

27 太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ 猪熊 葉子 岩崎書店 93/サ

28 「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 講談社 93/ネ

29 星の王子さま サン＝テクジュペリ 内藤 濯 岩波書店 95/サ

30 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ 荒瀬 ゆみこ 鈴木出版 97/タ

31 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー ＢＬ出版 E/ウ

32 葛飾北斎 西村 和子 博雅堂出版 E/カ

33 走れ！やすほ　にっぽん縦断地雷教室 上 泰歩 国土社 319/ウ



31　６年生で読みたい本②

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 川崎和男　ドリームデザイナー
NHK「課外授業ようこ

そ KTC中央出版 501/カ

35 夕凪の街桜の国 こうの 史代 双葉社 726/ユ

36 夢をつなぐ 澤井 希代治 ひくまの出版 785/サ


