
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

埼玉県推奨図書　小学校５・６年生

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
333 夏に降る雪 あんずゆき フレーベル館
332 トクベツな日 白矢三恵 ＰＨＰ研究所
331 桃太郎は盗人なのか？　「桃太郎」から考える鬼の正体 倉持よつば 新日本出版社
330 引っ越しなんてしたくない！ カリーナ・ヤン・グレーザー、田中薫子 徳間書店
329 プラスチック・プラネット ジョージア・アムソン＝ブラッドショー、大山泉 評論社
328 ゆかいな床井くん 戸森しるこ 講談社
327 ガラスの梨　ちいやんの戦争 越水利江子、牧野千穂 ポプラ社
326 キュリオシティ　ぼくは、火星にいる マーカス・モートン、松田素子、渡部潤一 ＢＬ出版
325 ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ・スー・パーク、ないとうふみこ、いちかわなつこ 徳間書店
324 子ども食堂かみふうせん 齊藤飛鳥 国土社
323 走れ！ヒットン　運動会小説 須藤靖貴 講談社
322 香菜とななつの秘密 福田隆浩 講談社
321 なみきビブリオバトル・ストーリー　本と４人の深呼吸 赤羽じゅんこ、松本聰美、，おおぎやなぎちか、森川成美 さ・え・ら書房
320 ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ、田中奈津子 講談社
319 ペーパープレーン スティーブ・ワーランド、井上里 小峰書店
318 わたしは樹木のお医者さん 石井誠治 くもん出版
317 あかりさん、どこへ行くの？ 近藤尚子 フレーベル館
316 坂の上の図書館 池田ゆみる さ・え・ら書房
315 「水辺の楽校」の所くん 本田有明 ＰＨＰ研究所
314 神隠しの教室 山本悦子 童心社
313 モンキードックの挑戦　野生動物と人間の共存 あんずゆき 文溪堂
312 いくたのこえよみ 堀田けい 理論社
311 ニレの木広場のモモモ館 高楼方子、千葉史子 ポプラ社
310 アカシア書店営業中！ 濱野京子、森川泉 あかね書房
309 戦火の三匹　ロンドン大脱出 ミーガン・リクス、尾高薫 徳間書店
308 コスモスの謎　色も香りもチョコそっくり!?　チョコレートコスモス大研究 奥隆善 誠文堂新光社
307 ゾウがとおる村 ニコラ・デイビス さ・え・ら書房
306 一年後のおくりもの サラ・リーン あかね書房
305 月へ行きたい 松岡徹 福音館書店
304 六千人の命を救え！　外交官・杉原千畝 白石仁章 PHP研究所
303 おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン 偕成社
302 ミサゴのくる谷 ジル ルイス 評論社
301 『赤毛のアン』と花子～翻訳家・村岡花子の物語～ 村岡恵理、布川愛子 学研教育出版
300 ストグレ！ 小川 智子 講談社
299 僕は４６億歳　　親子で読む壮大な「地球史」カレンダー 豊田充穂、杉田精司 学研教育出版
298 糸子の体重計 いとうみく 童心社
297 おまけ鳥 飯田朋子 新日本出版社
296 サンシャイン水族館　リニューアル大作戦 深光富士男 佼成出版社
295 風の島へようこそ アラン・ドラモンド 福音館書店
294 さがしています アーサー・ビナード 童心社
293 ピートのスケートレース　第二次世界大戦下のオランダで ルイーズ・ボーデン 福音館書店
292 11号室のひみつ ヘザー・ダイヤー 小峰書店
291 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈蓉子 ポプラ社
290 ゴミにすむ魚たち 大塚幸彦 講談社
289 雨あがりのメデジン アルフレッド・ゴメス＝ゼルダ 鈴木出版
288 旅するウサギ 竹下文子 小峰書店
287 変わり者ピッポ トレイシー・Ｅ・ファーン 光村教育図書
286 風よ！カナの島へ 森夏月 国土社
285 希望の力 フジコ・ヘミング PHP研究所
284 くじらの歌 ウーリー・オルレブ 岩波書店
283 ダーウィン アリス・Ｂ・マクギンティ ＢＬ出版
282 野生動物のお医者さん 齊藤慶輔 講談社
281 にいちゃんのランドセル 城島充 講談社
280 タイムチケット 藤江じゅん 福音館書店
279 吾妻の白サル神 戸川幸夫 国土社
278 ばくがバイオリンを弾く理由 西村すぐり ポプラ社
277 はるかな島 ダイアン・ホフマイアー 光村教育図書
276 テクテク観察　ツバメ日記 七尾純 あかね書房
275 きのうの少年 小森真弓 福音館書店
274 おばあちゃん、ぼしゅう中！ アーニャ・トゥッカーマン 徳間書店

H29.10.1

H30.10.1

R2.10.1

R1.10.1

H28.10.7

H27.10.9

H21.10.1

H26.10.1

H24.10.12

H22.10.22

H23.10.14

H25.10.15
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
273 マチルダばあやといたずらきょうだい クリスティアナ・ブランド あすなろ書房
272 ぼくらが作った「いじめ」の映画 今関　信子 佼成出版社
271 ふしぎな鳥の巣 鈴木　まもる 偕成社
270 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー 学習研究社
269 川かますの夏 ユッタ・リヒター 主婦の友社
268 母からの伝言　刺繍画に込めた思い Ｅ．Ｎ．クリニック、Ｂ．スタインハート 光村教育図書
267 冬の龍 藤江じゅん 福音館書店
266 かかしと召し使い フィリップ・プルマン 理論社
265 とべ！人工尾びれのイルカ「フジ」 真鍋和子 佼成出版社
264 みどパン協走曲 黒田六彦 ＢＬ出版
263 戦争孤児ロンくんの涙 アンドレア・ウォーレン 汐文社
262 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 評論社
261 震度７ 松岡達英 ポプラ社
260 川べのちいさなモグラ紳士 フィリパ・ピアス 岩波書店
259 かはたれ　～散在ガ池の河童猫～ 朽木祥 福音館書店
258 ポリッセーナの冒険 ビアンカ・ピッツォルノ 徳間書店
257 土の中からでてきたよ 小川忠博 平凡社
256 つくも神 伊藤遊 ポプラ社
255 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ 鈴木出版
254 ハッピーノート 草野たき 福音館書店
253 Q&A天気なんでだろう劇場 岩田総司 岩崎書店
252 麻薬探知犬アーク 桑原祟寿 ハート出版
251 カンペキの味 ローラ・ラングストン ポプラ社
250 ユウキ 伊藤遊　 福音館書店
249 おもしろ理科こばなし１・２ 宮内主斗 星の環会
248 夢は翼をつけて ヨシコ・ウチダ ひくまの出版
247 ロケットにのって 泉啓子 新日本出版社
246 小野伸二 小西弘樹　　 旺文社
245 まぶらいの島 竹内紘子 くもん出版
244 にげ道まよい道おれの道 今井福子 文研出版
243 庭を出ためんどり ファン・ソンミ 平凡社
242 ぼくと英語とニワトリと 宮根宏明 ＰＨＰ研究所
241 アンコール・ワットの神さまへ 石原尚子 岩崎書店
240 とどまることなく アン・ロックウェル 国土社
239 生きのびるために デボラ・エリス さ・え・ら書房
238 おれんじ屋のきぬ子さん 河俣規世佳 あかね書房
237 くちなしの花 児玉辰春 草土文化
236 那須正幹の動物ものがたり１ 那須正幹 くもん出版
235 ふたごのルビーとガーネット ジャクリーン・ウィルソン 偕成社
234 虚空の旅人 上橋菜穂子 偕成社
233 ローワンと黄金の谷の謎 エミリー・ロッダ あすなろ書房
232 みんなで跳んだ 滝田よしひろ 小学館
231 イヴの満月 澤田徳子 教育画劇
230 １２歳たちの伝説 後藤竜二 新日本出版社
229  学校は小鳥のレストラン 漆原智良 アリス館
228 となりあわせ 吉本直志郎 ポプラ社
227 カブトエビの寒い夏 谷本雄治 農山漁村文化協会
226 不思議の風ふく島 竹内もと代 小峰書店
225 ぼくたちＪ２スペシャル！ 岡田なおこ 童心社

H18.10.13

H19.10.12

H14.10.18

H20.10.1

H13.10.19

H17.10.14

H16.10.15

H15.10.14
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
224 カムイの森 村田真一 小学館
223 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン あすなろ書房
222 天丼一丁、こころ一丁 上條さなえ 汐文社
221 ケガ・病気・からだの本１ 鈴木篤 さ・え・ら書房
220 光っちょるぜよ！ぼくら 横山充男 文研出版
219 夕陽丘分校の七人 塩野米松 フレーベル館
218 目標にいどむ青春 永谷脩 学習研究社
217 ミュージカルスパイス 岡田淳 理論社
216 星空の話 関口シュン 福音館書店
215 ユメミザクラの木の下で 岡田淳 理論社
214 ブラジルの大地に生きて 藤崎康夫 くもん出版
213 あしたもカンけり 今関信子 新日本出版社
212 ヒーローじゃなくったって 塩野米松 学習研究社
211 お助けナブラーが、やってくる パム・エアーズ 評論社
210 どうしたらへらせるかこの有害なダイオキシン 長崎武昭、鈴木康之 大日本図書
209 ひばりが丘少年記 赤座憲久 岩崎書店
208 リンカンがひげをはやしたわけ フレッド・トランプ 偕成社
207 さんまロックンロール 上条さなえ 国土社
206 アイスマン デイビッド・ゲッツ 金の星社
205 満月の夜は、なぞだらけ 澤田徳子 文研出版
204 わかれをつげる旅 依田逸夫 ポプラ社
203 暖かい地球と寒い地球 北村晃寿 福音館書店
202 日本の恐竜がめざめた 国松俊英 佼成出版社
201 アリーナ空をとぶ エムナマエ アリス館
200 おとなりは魔女 赤羽じゅんこ 文研出版
199 泣いた木曽馬 加藤輝治 農山漁村文化協会
198 はるになたらいく 岸本進一 くもん出版
197 埼玉の童話　愛蔵版 日本児童文学者協会 リブリオ出版
196 水鳥たちの干潟 蓮尾純子 フレーベル館
195 しらんぷり 梅田俊作、梅田佳子 ポプラ社
194 バッテリー あさのあつこ 教育画劇
193 はるかインカを訪ねて 関野吉晴 小峰書店
192 川底の石のひみつ 稗田一俊 旺文社
191 カッパのかーやん 溝江玲子 新日本出版社
190 きみが魔法使い 三田村信行 フレーベル館
189 ハイドン ひのまどか リブリオ出版
188 はらっぱ 神戸光男 童心社
187 ゴミがあふれている ソーラーシステム研究グループ 金の星社
186 ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子 講談社
185 少女マギー 吉田ルイ子 ポプラ社
184 ラブの贈りもの 登坂恵里香 汐文社
183 虎先生がやってきた 原田一美 ＰＨＰ研究所
182 まいあがれさよならの紙気球 七尾純 国土社
181 西の魔女が死んだ 梨木香歩 小学館
180 フクロウ物語 モリー・バケット　松浦久子 福音館書店
179 金色の時間 わたりむつこ　鹿目かよこ 文渓堂
178 またね 大谷美和子 くもん出版
177 野の花　ベロニカ 角田光男　こさかしげる 小峰書店
176 ぼくと兄ちゃんのヤァヤァヤァ 藤田千津　駒井啓子 国土社
175 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ・フライシュマン　渡邉了介 あかね書房
174 風にのれ！　アホウドリ 長谷川　博 フレーベル館
173 地球がおこった 小山勇　末崎茂樹 旺文社
172 ページマスター デヴィット・カーシューナー他 フレーベル館
171 人間 加古里子 福音館書店
170 みんなの木かげ 内海隆一郎　茨木祥之 ＰＨＰ研究所
169 雨の日は二人 岸本真一　　おぼまこと 汐文社
168 尾瀬をまもる人びと 佐藤充 大日本図書
167 杉原千畝物語 杉原幸子　杉原弘樹 金の星社
166 真夜中の誕生 三輪裕子　中村悦子 あかね書房

H9.10.1

H10.4.21

H10.10.9

H12.10.13

H8.4.26

H9.4.25

H8.10.15

H11.10.12
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
165 １２歳、ぼくの夏 江崎雪子 ポプラ社
164 神々の住む深い森の中で 丘修三 フレーベル館
163 絵で読む　広島の原爆 那須正幹 福音館書店
162 被災地の動物をすくえ！ 森下研 PHP研究所
161 ステファニー 遠藤町子 くもん出版
160 ふたりっ子 岡田なおこ 岩崎書店
159 もういいかいの空 永窪綾子 らくだ出版
158 おばあちゃんのイエローカード 長崎源之助 ポプラ社
157 生ごみは大地を生かす 鈴木喜代春 PHP研究所
156 リゴベルタの村 工藤律子 講談社
155 チンパンジー ジェーン・グドール くもん出版
154 ウロコ 澤田徳子 教育画劇
153 星占いのペンがきえた 中尾明 岩崎書店
152 ホタルの歌と見沼の竜 宮田正治 幹書房
151 うさぎ色の季節 緒島英二 ポプラ社
150 ほんとうの家族のように クルスティ・ホール 文研出版
149 ひまな岬の菜の花荘 堀内純子 PHP研究所
148 地球は生きている 大竹政和 小峰書店
147 ペルシャ湾の水鳥をすくえ 国松俊英 金の星社
146 愛の点字図書館長 池田澄子 偕成社
145 はみだし軍団大作戦 小林しげる 岩崎書店
144 手にことばをのせて　ある手話劇団の記録 七尾純 あかね書房
143 泣き虫とんでけ 山県喬 PHP研究所
142 だれが石を投げたのか？ ミリアム・プレスラー さ・え・ら書房
141 あの日の風にあいたくて 中川なをみ 小峰書店
140 魔女の子　モッチ 井上夕香 学習研究社
139 虫はなぜガラス窓をあるけるのか？ 石井象二郎 偕成社
138 森のなかの魚 前川康男 フレーベル館
137 大地とともに 本間正樹 小峰書店
136 ０（レイ）マン熱帯雨林へいく 大原興三郎 国土社
135 ピーター・スコット ジュリア・コートニー 偕成社
134 オルカの歌が聞こえる 高橋健 あすなろ書房
133 トキが生きていた！ 劉蔭増 ポプラ社
132 とんび島が火をふいた 小山勇 文研出版
131 早春ーさはる 佐野久子 童心社
130 とうさんは忍者 八束澄子 教育画劇
129 亀八 舟崎靖子 偕成社
128 なるかみの午後 今村葦子 あすなろ書房
127 もうひとりのわたしみつけた 塩沢清 ポプラ社
126 野菊ー川原で会った少年のなぞ 佐藤州男 文研出版
125 闇に走る列車 野村昇司 フレーベル館
124 しあわせ畑のクローバー 西村恭子 PHP研究所
123 沖縄の心を染める 藤崎康夫 くもん出版
122 いのちの歌声 鈴木喜代春 あすなろ書房
121 魔法の学校、大さわぎ マーガレット・マーヒー ほるぷ出版
120 アフリカゾウ絶滅の危機！？ 赤坂直彦 ポプラ社
119 子ブタ　シープピッグ ディック・キング・スミス 評論社
118 春待坂をのぼる 宮川ひろ 小峰書店
117 トライだよ、トコちゃん 竹内恒之 偕成社
116 サロマ湖のほとりから 新開ゆり子 金の星社
115 ちんどんパレード 上條さなえ 国土社
114 ソンボ　－川のほとりの少女ー ナスリーン・ジーゲ さ・え・ら書房
113 ほたる館物語 あさのあつこ 新日本出版社
112 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 評論社
111 まぼろしのすむ館 アイリーン・ダンロップ 福武書店
110 おはよう、ぼくのユングフラウ 日野多香子 ほるぷ出版
109 ベトナムから来たニンちゃん 臣永正広 実業之日本社
108 紅赤ものがたり 青木雅子 けやき書房
107 世界人権宣言 谷川俊太郎 金の星社
106 アホウドリと大あほうどり先生 長谷川博 学習研究社
105 消えないまぼろし 岡本文良 旺文社
104 広島・長崎からの伝言 大川悦生 岩崎書店

H6.4.1

H5.10.1

H5.4.1

H7.4.3

H6.10.3

H4.4.1

H3.4.1

H3.10.1

H7.10.2

H4.10.1

小学高学年4/6



埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
103 水辺の祈り えのゆずる 大日本図書
102 はらぺこ伊助と大どろぼう 小川秋子 理論社
101 だれも知らない動物園３ 小菅正夫 農山漁村文化協会
100 先生は笑わせマン 大沢宏子、渡辺嘉孝 偕成社
99 児童会会長立候補宣言 野口すみ子 文研出版
98 木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房
97 感動をフィルムにきざめ 藤崎康夫 PHP研究所
96 おどる牛 川重茂子 文研出版
95 はこ舟の仲間たち 今村葦子 学習研究社
94 絵巻平家物語７　義経 木下順二 ほるぷ出版
93 ビロードのへやの秘密 ジルファ・キートリー・スナイダー 福武書店
92 きっと明日（あした）は 江崎雪子 ポプラ社
91 悪がきと宇宙人 木村幸子 あかね書房
90 子リスのペリー物語 Ｆ．ザルテン 金の星社
89 たんぽぽの家 佐藤州男 文研出版
88 １４歳の妖精たち 小川千歳 PHP研究所
87 潮風にふかれて クラウス・コルドン さ・え・ら書房
86 りんご畑の特別列車 柏葉幸子 講談社
85 峯ちゃんのピッカピカ 菊地澄子 学習研究社
84 埼玉のむかしばなし 語り書き 小沢重雄 さきたま出版会
83 しあわせ色の小さなステージ 宮川ひろ ポプラ社
82 いじっぱりのクイーニ ロバート・バーチ 福武書店
81 チャーリー！ 矢崎藍 筑摩書房
80 さきは六年生 生田きよみ 大日本図書
79 ミイラ物語 パトリシア・ローバー さ・え・ら書房
78 さんまラプソディー 上條さなえ 国土社
77 とおる・マイウェイ 山口恵美子 理論社
76 弟たちよ ロティ・ペトロピッツ 佑学社
75 最後のピッチング 木暮正夫 ポプラ社
74 ぐみ色の涙 最上一平 新日本出版社
73 少年と白鳥 キャサリン・ストー さ・え・ら書房
72 小さな人のむかしの話 佐藤さとる 講談社
71 モザンビークからきた天使 井口民樹 学習研究社
70 音吉少年漂流記 春名徹 旺文社
69 盲目の目撃者 アルプ・クマル・ダッタ 佑学社
68 たつまきでお屋敷は消えた ロビィ・ブランスカム 文研出版
67 あほうどり 今村葦子 評論社
66 大統領のメダル 原田一美 国土社
65 オタスケ名人クラブ準備中！ 井口直子 講談社
64 キタキツネのボロとモモンガのネナイ 目黒誠一 学習研究社
63 魔女がいっぱい ロアルド・ダール 評論社
62 もう一度六年生 小嶋雄二 新日本出版社
61 まんじゅうをつかまえろ 筒井敬介 小峰書店
60 みな子のねがい 竹内恒之 偕成社
59 タイムトンネルたたらのなぞ 吉樹朔生 あかね書房
58 新ちゃんがないた！ 佐藤州男 文研出版
57 地球はどこへいく 伊藤笙 筑摩書房
56 空とぶ木のひみつ いいだよしこ 新日本出版社
55 名たんていそばかすジギー４ ハインリッヒ・クラウス 国土社
54 犬の消えた日 井上こみち 金の星社
53 盲導犬フロックスとの旅 福沢美和 偕成社
52 そいつの名前は、はっぱっぱ 上野瞭 理論社
51 スウボンの笛 大坪かず子 ほるぷ出版
50 おとうさんの伝記 野口すみ子 文研出版
49 オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール 評論社
48 のんびり転校生事件 後藤竜二 新日本出版社
47 少女物語 内藤誠 小峰書店
46 とんばら村からワチニンコ 吉本直志郎 講談社
45 大地震が学校をおそった 手島悠介 学習研究社
44 少年探偵事件ノート 砂田弘 岩崎書店

H1.4.1

H1.10.2

H2.10.1

H2.4.2

S61.10.1

S62.10.1

S63.4.1

S62.4.1

S63.10.1
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埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
43 ジャングル・タイム 草山万兎 理論社
42 かんづめぼうやコンラート クリスティーネ・ネストリンガー 佑学社
41 トンボになりたかった少年 東昭 ポプラ社
40 つっぱり魔物グロリカン モリー・ハンター 評論社
39 ランナー 反町昭子 童心社
38 銀のうさぎ 最上一平 新日本出版社
37 大そうどうねこの家出事件 角田光男 国土社
36 東京へ帰る日まで 宮川ひろ 講談社
35 ブライティー マーガライト・ヘンリー 金の星社
34 ゴミくん、こんにちは！ 石沢清史 偕成社
33 あなたへ 大野允子 あすなろ書房
32 モモコひとり旅 吉田比砂子 理論社
31 この空がすき 曽我貞子 佑学社
30 八月二十二日の太陽 下嶋哲朗 フレーベル館
29 まき貝のうた 坪井郁美 福音館書店
28 生命村長 及川和男 童心社
27 風のローラースケート 安房直子 筑摩書房
26 母と子でみる日本の空襲 早乙女勝元、土岐島雄 草土文化
25 モンキーさんとわたし 吉田とし 小学館
24 犬・犬・みんな犬 浜たかや 偕成社
23 津軽ボサマの旅三味線 鈴木喜代春 あすなろ書房
22 ワンニャン探偵団 上村英明 ポプラ社
21 医者ザムライとそのまご 赤座憲久 文研出版
20 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー 福音館書店
19 兄妹 植木雅子 童心社
18 風のまにまに号の旅 ‘ＢＢ’ 大日本図書
17 核爆弾をさがせ　 中尾明　　 誠文堂新光社
16 ゲンナグロの呼ぶ海 武田てる子 小学館
15 ブルの純ちゃん一等賞 角田光男 小峰書店
14 なぞの鳥屋敷 阿部よしこ 金の星社
13 魔女のしかえし ヒントン 学習研究社
12 わたしが会ったアジアの子ども 宮崎緑 偕成社
11 サブの二学期 野村昇司 あすなろ書房
10 とびだせズッコケ事件記者 那須正幹 ポプラ社
9 さよならでめ牛デメジャージー 美谷島正子 ほるぷ出版
8 小鳥のくる水場 平野伸明 平凡社
7 こぶしの谷 平方浩介 童心社
6 地べたをけって飛びはねて 横沢彰 新日本出版社
5 田中正造 北川幸比古 さ・え・ら書房
4 愛をもとめて動物たちと 藤原英司 国土社
3 花のにおう町 安房直子 岩崎書店
2 一茶ものがたり　絵本 高橋忠治 アリス館
1 堤防のプラネタリウム 皿海達哉 あかね書房

S59.10.1

S60.4.1

S60.10.1

S61.4.1
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