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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

白いぼうし 

白いぼうし あまんきみこ／作 北田卓史／絵  ポプラ社 2000.4 913.6 ｱﾏ 002 

春のお客さん あまんきみこ／作 北田卓史／絵  ポプラ社 2000.4 913.6 ｱﾏ 002 

星のタクシー あまんきみこ／作 北田卓史／絵   ポプラ社 2000.4 913.6 ｱﾏ 002 

動いて、考えて、また動く 

あきらめないこと、それが冒険だ 野口 健／著 学研教育出版 2006.6 916 ﾉｸ 008 

ぼくは貝の夢をみる 盛口 満／著 アリス館 2002.6 484 ﾎｸ 

木の声が聞こえますか  池田 まき子／著 岩崎書店 2010.4 289 ﾂｶ 015 

しっぽをなくしたイルカ 岩貞 るみこ／作  講談社 2007.7 489 ｼﾂ 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

４年生から６年生の国語の教科書（光村図書）で紹介されている本を集めました。 

国語の教科書ですが、物語だけでなくいろいろなジャンルの本が紹介されています。 

今どきの小学生はこんな勉強をするのね、なんて、大人の方もぜひ読んでみてください。 

も く じ 

４年生・・・１～４ｐ 

５年生・・・４～６ｐ 

６年生・・・６～８ｐ 

●リストは、平成 2８年２月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

●教科書の掲載順になっています。 

  埼玉県のマスコットコバトン 

４ 年 生 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

一つの花 

おかあさんの紙びな 長崎源之助／作 山中冬児／絵  岩崎書店 1980.1 E ｵ 

地雷のない世界へ 大塚敦子／写真・文  講談社 2009.7 E ｵｵ 051 

せかいのひとびと ピーター・スピアー／えとぶん 松川真弓／やく  評論社 1982.1 29 ｾ 

おきなわ 島のこえ 丸木俊／文・絵 丸木位里／文・絵  小峰書店 1984.2 E ｵ 

チロヌップの きつね たかはしひろゆき／文・絵  金の星社 1983.2 E ﾀｶ 084 

すみれ島 今西祐行／文 松永禎郎／絵  偕成社 1991.12 E ｽ 

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 2006.9 748 ｱﾌ 

オットー 戦火をくぐったテディベア  トミー・ウンゲラー／さく 鏡哲生／やく  評論社 2004.12 E ｳﾝ 701 

ひろしまのピカ 丸木俊／え・文  小峰書店 1980.6 E ﾏﾙ 002 

せかいで いちばん つよい国 デビッド・マッキー／作 なかがわちひろ／訳  光村教育図書 2005.4 E ﾏﾂ 715 

「読むこと」について考えよう／かげ 

シマリス 北国からの動物記 ３  竹田津実／文・写真  アリス館 2009.11 489 ｼﾏ 

お父さんゴリラは遊園地 山極寿一／写真・文  新日本出版社 2006.5 489 ｵﾄ 

やんちゃ子グマがやってきた！  あんずゆき／文  フレーベル館 2009.4 916 ｱﾝ 023 

上巻 巻末「この本読もう」 

森の地図 阿部夏丸／文 あべ弘士／絵  ブロンズ新社 2005.4 E ｱﾍ 010 

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋／作 杉浦範茂／絵  講談社 1987.5 913.6 ｻｲ 008 

ウエズレーの国 
ポール・フライシュマン／作 ケビン・ホークス／絵 

千葉茂樹／訳  
あすなろ書房 1999.6 E ﾎｸ 704 

長くつ下のピッピ 
アストリッド・リンドグレーン／作 

ローレン・チャイルド／絵  
岩波書店 2007.10 949 ﾘﾝ 705 

おじいちゃんの口笛 
ウルフ・スタルク／作 アンナ・ヘグルンド／絵 

菱木晃子／訳  
ほるぷ出版 1995.2 E ﾍｸ 702 

木の実のけんか 岩城範枝／文 片山健／絵  福音館書店 2008.3 E ｶﾀ 001 

１つぶのおこめ デミ／作 さくまゆみこ／訳  光村教育図書 2009.9 E ﾃﾐ 702 

見えなくても だいじょうぶ？ 
フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／作 

フェレーナ・バルハウス／絵 ささきたづこ／訳  
あかね書房 2005.4 E ﾊﾙ 711 

いのしし 前川貴行／写真・文  アリス館 2007.8 E ﾏｴ 039 

森を育てる生きものたち 谷本雄治／文 盛口満／絵  岩崎書店 2008.10 654 ﾓﾘ 

こんなふうに作られる！  
ビル・スレイヴィン／文 ジム・スレイヴィン／文 

福本友美子／訳  
玉川大学出版部 2007.11 500 ｴﾄ 

手で食べる？ 森枝卓士／文・写真  福音館書店 2005.2 383 ﾃﾃ 

にたものずかん どっちがどっち!? 高岡昌江／文 友永たろ／絵  学研教育出版 2007.1 480 ﾄﾂ 

さわるめいろ 村山純子／著  小学館 2013.2 E ﾑﾗ 085 

新聞をつくろう 大沢和子／〔ほか〕著 高橋規子／絵  さ･え･ら書房 1987.4 37 ｼ 

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 1995.3 91 ｼ 

教室はまちがうところだ 蒔田晋治／作 長谷川知子／絵  子どもの未来社 2004.5 E ﾊｾ 004 

どうぶつ句会 あべ弘士／さく・え  学研教育出版 2003.4 911.3 ｱﾍ 010 

ごんぎつね 

手ぶくろを買いに 新美南吉／作 黒井健／絵  偕成社 1988.3 E ｸﾛ 006 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

でんでんむしのかなしみ 新美南吉／文 鈴木靖将／絵  新樹社 2012.2 E ｽｽ 102 

木の祭り 新美南吉／作 司修／絵  
にっけん教育

出版社 
2002.1 E ﾂｶ 003 

がちょうのたんじょうび 新美南吉／作 渡辺洋二／絵 小峰書店 2004.7 913.6 ﾆｲ 001 

アップとルーズで伝える 

中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦／作 ユーフラテス／作  福音館書店 2012.3 E ﾅｶ 

アリからみると 桑原隆一／文 栗林慧／写真  福音館書店 2004.6 E ｸﾘ 016 

視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック／作 林田康一／訳  あすなろ書房 1999.5 E ｳｲ 730 

このよで いちばん はやいのは ロバート・フローマン／原作 天野祐吉／翻案  福音館書店 2011.1 E ﾌﾛ 740 

プラタナスの木 

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス／著 宇野和美／訳  あすなろ書房 2006.12 963 ｽﾘ 702 

百まいのドレス エレナー・エスティス／作 石井桃子／訳  岩波書店 2006.11 966 ｴｽ 701 

雨ふる本屋 日向理恵子／作 吉田尚令／絵  童心社 2008.11 913.6 ﾋﾅ 004 

雨やどりはすべり台の下で 岡田淳／作 伊勢英子／絵  偕成社 1983.10 ｵ 

のはらうた 

のはらうたⅠ くどうなおこ／作  童話屋 1984.5 91 ﾉ 

のはらうたⅡ くどうなおこ／作  童話屋 1985.5 91 ﾉ 

のはらうたⅢ くどうなおこ／作  童話屋 1987.7 91 ﾉ 

のはらうたⅣ 工藤 直子／作 童話屋 2000.11 911.5 ｸﾄ 001 

のはらうたⅤ 工藤 直子／作 童話屋 2008.7 911.5 ｸﾄ 001 

ウナギのなぞを追って 

ハリセンボンがふくらんだ 鈴木克美／作 石井聖岳／絵  あかね書房 2008.10 E ｲｼ 070 

ノラネコの研究 伊沢雅子／文 平出衛／絵  福音館書店 1994.4 48 ﾉ 

ゾウの長い鼻には、おどろきのわけが

ある！ 
山本省三／文 喜多村武／絵  くもん出版 2008.3 E ｷﾀ 078 

モグラのもんだい モグラのもんく かこさとし／作  小峰書店 2001.2 489 ﾓｸ 

初雪のふる日 

花のにおう町 安房直子／作 味戸ケイコ／画  岩崎書店 1983.8 ｱ 

雪窓 安房直子／作 山本孝／絵  偕成社 2006.2 913.6 ｱﾜ 001 

白樺のテーブル 安房直子／〔著〕 味戸ケイコ／絵  偕成社 1976 ｱ 

ねこじゃらしの野原 安房直子／作 菊池恭子／絵  講談社 1995.6 ｱﾜ 

花豆の煮えるまで 安房直子／作 味戸ケイコ／絵  偕成社 1993.3 913 ｱ 

下巻 巻末「この本読もう」 

ぶす 内田麟太郎／文 長谷川義史／絵  ポプラ社 2007.7 E ﾊｾ 026 

アンジェロ デビッド・マコーレイ／作 千葉茂樹／訳  ほるぷ出版 2006.5 E ﾏｺ 711 

ムジナ探偵局 名探偵登場！ 富安陽子／作 おかべりか／画  童心社 2007.10 913.6 ﾄﾐ 003 

チョコレート戦争 大石真／作 北田卓史／絵  理論社 1999.2 913.6 ｵｵ 023 

100万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵  講談社 1977.10 E ｻﾉ 001 

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／著 中村浩三／訳  偕成社 1990.5 943 ﾌﾛ 711 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

ながいながいペンギンの話 いぬいとみこ／作 山田三郎／絵  理論社 1999.1 913.6 ｲﾇ 001 

ほうきにのれない魔女 茂市久美子／作 ささめやゆき／絵  ポプラ社 1999.12 913.6 ﾓｲ 001 

日本の材木 杉 ゆのきようこ／文 阿部伸二／絵  理論社 2006.2 E ｱﾍ 034 

ホネホネたんけんたい 西澤真樹子／監修・解説 大西成明／しゃしん  アリス館 2008.2 480 ﾎﾈ 

いのちのおはなし 日野原重明／文 村上康成／絵  講談社 2007.1 490 ｲﾉ 

目の見えない犬ダン 大西伝一郎／文 山口みねやす／絵  学研教育出版 2001.10 916 ｵｵ 110 

のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪一雄／作絵  偕成社 2006.11 E ﾐﾜ 003 

雪の結晶ノート 
マーク・カッシーノ／作 ジョン・ネルソン／作  

千葉茂樹／訳 
あすなろ書房 2009.11 E ﾕｷ 

夕日が せなかをおしてくる 阪田寛夫／著 北川幸比古／責任編集  岩崎書店 1995.12 91 ﾕ 

てのひらの味 食べ物の俳句 村井康司／編 とくだみちよ／絵  岩崎書店 2009.11 911.3 ﾃﾉ 

ことわざ絵本 五味太郎／著  岩崎書店 1986.8 38 ｺ 

写真でわかる慣用句辞典   学研教育出版 2011.10 814 ｼﾝ 

 

 

 

作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

なまえつけてよ 

12月の夏休み  川端裕人／作 杉田比呂美／絵  偕成社 2012.6 913.6 ｶﾜ 140 

ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平／作  理論社 2006.1 E ﾊｾ 009 

霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子／作 杉田比呂美／絵  講談社 2006.9 913.6 ｶｼ 003 

生き物は円柱形 

熱帯雨林のコレクション 横塚眞己人／写真・文  フレーベル館 2012.6 653 ﾈﾂ 

都会にすみついたセミたち 武田晋一／写真・文 海野和男／写真・文  偕成社 2005.3 486 ﾄｶ 

ツキノワグマ 宮崎学／著  偕成社 2006.10 489 ﾂｷ 

ゴミにすむ魚たち 大塚幸彦／文・写真  講談社 2011.6 748 ｺﾐ 

広がる、つながる、わたしたちの読書／千年の釘にいどむ 

バーナムの骨  
トレイシー・Ｅ．ファーン／文 ボリス・クリコフ／絵 

片岡しのぶ／訳  
光村教育図書 2013.2 E ｸﾘ 767 

伝統工業を調べよう 北俊夫／監修 国土社 1996.4 75 ｼ 

日本の職人 伝統のワザ 「工芸」の職人   学研教育出版 2011.2 366 ｼﾗ 

漆器をつくる職人さん 金田昌司／監修 小川洋／文 ポプラ社 1998.4 502 ﾆﾎ 

大造じいさんとガン 

片耳の大シカ 椋鳩十／著  偕成社 1983.1 ﾑ 

北の森の十二か月 上 ニコライ・スラトコフ／作 福井研介／訳  福音館書店 2005.3 983 ｽﾗ 701 

北の森の十二か月 下 ニコライ・スラトコフ／作 松谷さやか／訳  福音館書店 2005.3 983 ｽﾗ 701 

河合雅雄の動物記３ 大草原のウサギ

とネコの物語 
草山万兎／作  フレーベル館 2001.11 913.6 ｸｻ 004 

マヤの一生 椋鳩十／作 吉井忠／画  大日本図書 1987.7 ﾑ 

鹿よ おれの兄弟よ 神沢利子／作 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン／絵  福音館書店 2004.1 E ﾊｳ 728 

 ５ 年 生 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

グラフや表を用いて書こう 

日本のすがた 表とグラフでみる 2015 公益財団法人 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2015 602 ﾆﾎ 

現 代 用 語 の 基 礎 知 識  学 習 版 

2015-2016 
現代用語検定協会／監修  自由国民社 2015 031 ｹﾝ 

百年後のふるさとを守る 

手塚治虫  国松俊英／文  ポプラ社 2010.3 289 ﾃｽ 003 

自由のたびびと 南方熊楠 三田村信行／作 飯野和好／絵  ＰＨＰ研究所 1992.9 28 ﾐ 

ローザ 
ニッキ・ジョヴァンニ／文 ブライアン・コリアー／絵 

さくまゆみこ／訳  
光村教育図書 2007.5 E ｺﾘ 706 

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 1999.6 289 ｶｿ 702 

ユージン・スミス  土方正志／著  偕成社 2006.2 289 ｽﾐ 723 

わらぐつの中の神様 

小さな町の風景 杉みき子／作 佐藤忠良／絵  偕成社 2011.3 913.6 ｽｷ 011 

月夜のバス 杉みき子／作 黒井健／絵  偕成社 2002.10 E ｸﾛ 006 

加代の四季 杉みき子／作 村山陽／絵  岩崎書店 1995.4 ｽｷﾞ 

巻末「この本読もう｣ 

アンジュール ガブリエル・バンサン／作  ＢＬ出版 1986.5 E ｱ 

ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 瀬田貞二／訳  岩波書店 1991.9 93 ﾙ 

晴れた日は図書館へいこう 緑川聖司／作 宮嶋康子／絵  小峰書店 2003.10 913.6 ﾐﾄ 004 

フングリコングリ 岡田淳／作・絵  偕成社 2008.10 613.6 ｵｶ 009 

チョコレート工場の秘密 
ロアルド・ダール／著 クェンティン・ブレイク／絵 

柳瀬尚紀／訳  
評論社 2005.4 933 ﾀﾙ 704 

天のシーソー 安東みきえ／作  理論社 2000.4 913.6 ｱﾝ 013 

ふたりのイーダ 松谷みよ子／著 司修／絵  講談社 1995.8 913 ﾏﾂ 

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／〔著〕 河野万里子／訳  白水社 1998.6 963 ｾﾌ 701 

新ちゃんがないた！ 佐藤州男／著 長谷川集平／絵  文研出版 1986.6 ｻ 

ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ／作 さくまゆみこ／訳  あすなろ書房 2000.8 933 ﾛﾂ 703 

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  講談社 2002.2 933 ｸﾚ 722 

ぬすまれた月 和田誠／作・絵  岩崎書店 2006.10 E ﾜﾀ 003 

江戸の笑い 興津要／〔ほか〕編集  講談社 1992.1 91 ｼ 

土のコレクション 栗田宏一／著  フレーベル館 2004.2 613 ﾂﾁ 

せいめいのれきし 
バージニア・リー・バートン／文・絵 

いしいももこ／訳  
岩波書店 2015.7 E ﾊﾄ 707 

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 坪井郁美／やく  福音館書店 1982.6 49 ｴ 

ダーウィンのミミズの研究 新妻昭夫／文 杉田比呂美／絵  福音館書店 2000.6 483 ﾀｳ 

ゆりかごは口の中  桜井淳史／著  ポプラ社 2006.12 487 ﾕﾘ 

わたしのカラス研究 柴田佳秀／著 〔田沢梨枝子〕／〔画〕  さ･え･ら書房 2006.3 488 ﾜﾀ 

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎／文 坂井信彦／ほか写真  福音館書店 1989.2 589 ｲﾂ 

町のけんきゅう 岡本信也／文・絵 岡本靖子／文・絵  福音館書店 2000.7 361 ﾏﾁ 

杉原千畝物語 杉原幸子／著 杉原弘樹／著  金の星社 2003.6 916 ｽｷ 

月のえくぼを見た男 麻田剛立 鹿毛敏夫／著 関屋敏隆／画  くもん出版 2008.4 289 ｱｻ 021 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

てんとうむし 阪田寛夫／著  童話屋 1988.1 91 ﾃ 

まめつぶうた まど・みちお／作 赤坂三好／え  理論社 1997.10 911.5 ﾏﾄ 002 

雲の窓 武鹿悦子／詩 牧野鈴子／画  大日本図書 1991.2 91 ｸ 

まるむし帳 さくらももこ／著  集英社 1991.12 911 ﾏ 

富士山うたごよみ 俵万智／短歌・文 Ｕ．Ｇ．サトー／絵  福音館書店 2012.12 911.1 ﾀﾜ 002 

木を植えた男 
ジャン・ジオノ／原作 フレデリック・バック／絵 

寺岡襄／訳  
あすなろ書房 1989.12 95 ｼﾞ 

みみずのカーロ  今泉みね子／著 中村鈴子／画  合同出版 1999.8 519 ﾐﾐ 

明けない夜はないから 宮城県の子どもたち／絵 荒井良二／絵  フェリシモ出版 2013.2 E ｱｹ 

北極熊 ナヌーク 
ニコラ・デイビス／文 ゲイリー・ブライズ／絵 

松田素子／訳  
ＢＬ出版 2008.10 E ﾌﾗ 813 

地球パラダイス 工藤直子／詩 石井聖岳／絵  偕成社 2012.9 911.5 ｸﾄ 001 

サンゴの海 長島敏春／写真・文  偕成社 2013.3 483 ｻﾝ 

漁師さんの森づくり 畠山重篤／著 カナヨ・スギヤマ／絵  講談社 2000.11 519 ﾘﾖ 

川は生きている 富山和子／著  講談社 1994.5 51 ﾄ 

地球の声に耳をすませて 大木聖子／著  くもん出版 2011.12 453 ﾁｷ 

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・訳  
学陽書房 2003.7 519 ｱﾅ 

 

 

 

作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

カレーライス 

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 1990.9 ｶ 

スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック／作 金原瑞人／訳  金の星社 1999.11 933 ｷﾝ 710 

チームふたり 吉野万理子／作 宮尾和孝／絵  学研教育出版 2007.10 913.6 ﾖｼ 140 

時計の時間と心の時間 

元気な脳が君たちの未来をひらく  川島隆太／著  くもん出版 2012.10 491 ｹﾝ 

時間の大研究 池内了／監修  ＰＨＰ研究所 2012.12 421 ｼｶ 

絵とき ゾウの時間とネズミの時間 本川達雄／文 あべ弘士／絵  福音館書店 1994.4 48 ｴ 

私と本／森へ 

エルマーのぼうけん 
ルース・スタイルス・ガネット／さく 

ルース・クリスマン・ガネット／え わたなべしげお／やく 
福音館書店 1982.10 933 ｶﾈ 703 

バッテリー あさのあつこ／〔著〕  角川書店 2003.12 913.6 ｱｻ 015 

ぼくの仕事場は富士山です 近藤光一／著  講談社 2011.7 291 ﾎｸ 

つぎ、なにをよむ？ ５・６年生 秋山朋恵／編  偕成社 2012.3 019 ﾂｷ 

キラキラ子どもブックガイド  キラキラ読書クラブ／編 小中大地／絵  玉川大学出版部 2012.12 019 ｷﾗ 

やまなし／イーハトーヴの夢 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治／作 司修／絵  偕成社 2014.3 913.6 ﾐﾔ 003 

グスコーブドリの伝記 宮沢賢治／〔著〕  くもん出版 1993.7 913 ﾐ 

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／作 さとうあや／絵  三起商行 2012.10 E ｻﾄ 114 

６ 年 生 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

注文の多い料理店 宮沢賢治／文 佐藤国男／画  子どもの未来社 2010.2 E ｻﾄ 063 

風の又三郎 宮沢賢治／作 田原田鶴子／絵  偕成社 2007.9 913.6 ﾐﾔ 003 

水仙月の四日 宮沢賢治／作 黒井健／絵  偕成社 1999.11 913.6 ﾐﾔ 003 

どんぐりと山ねこ 宮沢賢治／作 徳田秀雄／絵  講談社 1985.7 E ﾄﾞ 

雪わたり 宮沢賢治／作 鈴木まもる／絵  講談社 1986.6 E ﾕ 

この絵、私はこう見る 

ひらめき美術館 結城昌子／著  小学館 1996.5 72 ﾋ 

子どものためのアートブック   ファイドン 2006.4 700 ｺﾄ 

見てごらん！名画だよ マリー・セリエ／文 結城昌子／監訳  西村書店 2007.12 723 ﾐﾃ 

自然に学ぶ暮らし 

すごい自然図鑑 石田秀輝／監修  ＰＨＰ研究所 2011.12 400 ｽｺ 

友だちロボットがやってくる  羅志偉／著  くもん出版 2009.3 548 ﾄﾓ 

忘れられない言葉 

とらたとおおゆき 中川李枝子／ぶん 中川宗弥／え  福音館書店 1993.2 E ﾄ 

海の命 

山のいのち 立松和平／作 伊勢英子／絵  ポプラ社 1990.9 E ﾔ 

肥後の石工 今西祐行／作  岩波書店 2001.2 913.6 ｲﾏ 001 

西の魔女が死んだ 梨木香歩／著  新潮社 2001.8 913.6 ﾅｼ 001 

巻末「この本読もう｣ 

冒険者たち  斎藤惇夫／作 薮内正幸／画  岩波書店 2000.6 913.6 ｻｲ 007 

ぼくらの先生！ はやみねかおる／著  講談社 2008.10 913.6 ﾊﾔ 011 

二年間の休暇 上・下 ジュール・ヴェルヌ／作 大友徳明／訳  偕成社 1994.12 ｳﾞ 

紳士とオバケ氏 たかどのほうこ／作 飯野和好／絵  フレーベル館 2001.5 913.6 ﾀｶ 024 

かえでの葉っぱ デイジー・ムラースコヴァー／文 関沢明子／訳  理論社 2012.11 E ﾃｸ 004 

わらいうさぎ 今江祥智／作 和田誠／絵  理論社 2004.7 913.6 ｲﾏ 002 

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 高杉一郎／訳  岩波書店 2006.4 933 ﾋｱ 703 

十二歳 椰月美智子／著  講談社 2002.4 913.6 ﾔｽ 025 

だれも知らない小さな国 佐藤さとる／著 村上勉／絵  講談社 1985.2 913.6 ｻﾄ 005 

エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー／作 池田香代子／訳  岩波書店 2000.6 943 ｹｽ 701 

おれがあいつであいつがおれで 山中恒／作  理論社 1998.7 913.6 ﾔﾏ 011 

きまぐれロボット 星新一／作 和田誠／絵  理論社 1999.6 913.6 ﾎｼ 001 

ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子／作 やまだないと／絵  講談社 2005.2 913.6 ｻｿ 001 

ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング／作 上田真而子／訳  偕成社 1985.7 ﾍ 

能・狂言 少年少女古典文学館 興津要／〔ほか〕編集 講談社 1993.2 91 ｼ 

食べもの記 森枝卓士／著  福音館書店 2001.3 383 ﾀﾍ 

樹液をめぐる昆虫たち 矢島稔／著  偕成社 2005.9 486 ｼﾕ 

土の中からでてきたよ 小川忠博／写真と文 安孫子昭二／監修  平凡社 2004.6 210 ﾂﾁ 

世界一おいしい火山の本 林信太郎／著  小峰書店 2006.12 453 ｾｶ 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

見つけるぞ、動物の体の秘密 遠藤秀紀／著  くもん出版 2010.8 481 ﾐﾂ 

もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口タオ／文 津川シンスケ／絵  講談社 2004.10 611 ﾓｼ 

世界を動かした塩の物語 
マーク・カーランスキー／文 Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵 

遠藤育枝／訳  
ＢＬ出版 2008.9 669 ｾｶ 

悲劇の少女アンネ シュナーベル／著 久米穣／編訳  偕成社 1991.6 28 ﾌ 

はだか 谷川俊太郎／著 佐野洋子／絵  筑摩書房 1988.7 91 ﾊ 

てつがくのライオン 工藤直子／著 佐野洋子／絵  理論社 1982.1 91 ﾃ 

しかられた神さま 川崎洋／著 杉浦範茂／絵  理論社 1981.12 91 ｼ 

ありがとう サトウハチロー／著  日本図書センター 2001.11 911.5 ｻﾄ 015 

サキサキ オノマトペの短歌 穂村弘／編 高畠那生／絵  岩崎書店 2006.12 911.1 ﾎﾑ 001 

しごとば 鈴木のりたけ／作  ブロンズ新社 2009.3 366 ｼｺ 

２１世紀こども百科しごと館  〔羽豆成二〕／〔監修〕  小学館 2006.1 366 ﾆｼ 

いっしょにいきるって、なに？ 
オスカー・ブルニフィエ／文 

フレデリック・ベナグリア／絵 西宮かおり／訳 
朝日出版社 2006.9 361 ｲﾂ 

考える練習をしよう 
マリリン・バーンズ／著 マーサ・ウェストン／絵 

左京久代／訳  
晶文社 1985.3 11 ﾊﾞ 

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／写真・文  小学館 2005.7 302 ｱﾅ 

アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海／写真・文  新日本出版社 2010.9 367 ｱﾌ 

はらっぱ  西村繁男／画 神戸光男／構成・文  童心社 1997.2 E ﾆｼ 004 

五感の力でバリアをこえる 成松一郎／著  大日本図書 2009.3 369 ｺｶ 

0.1 ミリのタイムマシン  須藤斎／著  くもん出版 2008.11 457 ﾚｲ 

なおこ、宇宙飛行士になる 山崎直子／作 松井晴美／絵  角川書店 2010.9 289 ﾔﾏ 316 

 


