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資料展示リスト（2021年3月２7日～2021年5月27日） 

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 

※本の名前の五十音じゅんにならんでいます。   

 
国語の教科書が新しくなったよ！                                          

教科書には、おもしろいおはなしが、たくさんのっているよ。ぜひよんでみてね！ 

教材名 作品名 作者 出版者 読んだ日 

春の河／小景異情 

おーい ぽぽんた 

茨木のり子／〔ほ

か〕編，柚木沙弥

郎／画 

福音館書店   

山村暮鳥全詩集 

山村暮鳥／著            

伊藤信吉／〔ほか〕

編 

彌生書房   

室生犀星全詩集 普及版 室生犀星／作 筑摩書房   

帰り道 

糸子の体重計 いとうみく／作 童心社   

クラスメイツ 前後 森絵都／著 偕成社   

ＤＩＶＥ！！ 森絵都／著 講談社   

流れ星キャンプ 嘉成晴香／作 あかね書房   

なみだの穴 まはら三桃／作  小峰書店   

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   

時間ってなに？ 流れるのは時？ それとも

わたしたち？ 

クリストフ・ブト

ン／文 伏見操／訳  
岩崎書店   

時間の大研究 池内了／監修 ＰＨＰ研究所   

●リストは、令和２年２月末現在、埼玉県立図書館で所蔵している資料です。 
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教材名 作品名 作者 出版者 読んだ日 

私と本 

あきらめないこと、それが冒険だ 野口健／著  学研プラス   

アハメドくんの いのちのリレー 
鎌田實／著，ピーター=バ

ラカン ／英訳 
集英社   

アラスカたんけん記 星野道夫／文・写真 福音館書店   

風をつかまえたウィリアム 

ウィリアム・カムクワン

バ／文，ブライアン・ミー

ラー／文，エリザベス・

ズーノン／絵，さくまゆみ

こ／訳  

さ･え･ら書房   

義足でかがやく 城島充／著 講談社   

グリズリー 星野道夫／文・写真 平凡社   

五感の力でバリアをこえる 成松一郎／著 大日本図書   

ここで土になる 大西暢夫／著 アリス館   

自然に学ぶくらし ① 自然の生き物か
ら学ぶ 石田秀輝／監修  さ･え･ら書房   

バッテリー あさのあつこ／作  KADOKAWA   

ヒロシマ ８月６日、少年の見た空 井上こみち／文 学研プラス   

武器より一冊の本をください 
ヴィヴィアナ・マッツァ／

著 横山千里／訳 
金の星社   

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   

森へ 星野道夫／文・写真 福音館書店   

せんねんまんねん 
日本語を味わう名詩入門 ２０ まど・

みちお 
まどみちお／〔著〕 あすなろ書房   

やまなし／ 

イーハトーヴの夢 

赤い蠟燭と人魚 小川未明／作 偕成社   

教師 宮沢賢治のしごと 畑山博／著 小学館   

二十四の瞳 壺井 栄／著 講談社   

ひとつのねがい 
はまだひろすけ／作，しま

だ・しほ／絵 
理論社   

ひらけごま 畑山博／著 旺文社   

ビワの実 坪田譲治／作 小峰書店   

やまなし 「校本 宮澤賢治全集11」  

より 
宮沢賢治／著 筑摩書房   

『鳥獣戯画』を 

読む 

子どもに伝えたい和の技術 ６ 和楽器 和の技術を知る会／著 文溪堂   

１０か国語でニッポン紹介 ３ 日本の

くらし 

パトリック=ハーラン

（パックン）／ 英語指導 
岩崎書店   

日本人の伝統的な食文化和食 
服部 津貴子 監修／こども

くらぶ 編 
ＷＡＶＥ出版   

花火の大図鑑 
泉谷玄作／写真，日本煙火

協会／監修  
ＰＨＰ研究所   

古典芸能の世界―

演じて伝える 

かたつむり 
内田麟太郎／文，かつら

こ／絵 
ポプラ社   

道成寺 
片山清司／文，白石皓大／

絵 
ＢＬ出版   
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作品名 作者 出版者 読んだ日 

0.1ミリのタイムマシン  須藤斎／著 くもん出版   

暑さとくらし 鈴木信恵／著 ほるぷ出版   

アレルギーってなに？ 坂上博／著 ミネルヴァ書房   

アンネのバラ 國森康弘／文・写真 講談社   

池上彰の ニュースに登場する世界の環境問題 ⑩ エネ

ルギー 
池上彰／ 監修 さ・え・ら書房   

いのる 長倉洋海／著 アリス館   

えほん 日本国憲法 野村 まり子／ 絵・文 明石書店   

音楽をもっと好きになる本 ３ 音楽家に親しむ 松下奈緒／ナビゲーター 学研プラス   

学校にいくのは、なんのため？ 稲葉茂勝／著 ミネルヴァ書房   

考える練習をしよう 
マリリン・バーンズ／著，

左京久代／訳 
晶文社   

キュビスムって、なんだろう？ ケイト=リッグス／ 編 六耀社   

声に出そう はじめての漢詩 一 自然のうた 
全国漢文教育学会／編

著 
汐文社   

今昔物語集 令丈 ヒロ子／著 岩崎書店   

サキサキ オノマトペの短歌 穂村弘／編 岩崎書店   

教材名 作品名 作者 出版者 読んだ日 

詩を朗読して 

しょうかいしよう 

元気がでる詩６年生 
伊藤英治／〔ほ

か〕著 
理論社   

子どもへの詩の花束 
武鹿悦子／〔ほ

か〕編集委員 
竹林館   

メディアと人間社会／

大切な人と深くつなが

るために 

世界にほこる日本の先端科学技術 １ 

ここまできている！ ｉＰＳ・遺伝

子・脳研究 

法政大学自然科学

センター／ 監修，

こどもくらぶ／ 編 

岩崎書店   

地球環境から学ぼう！ 私たちの未来 

第３巻  

日本の問題・世界の問題 

塩瀬治／編 星の環会   

瑠璃色の星 宇宙から伝える心のメッ

セージ 
山崎直子／著 世界文化社   

海の命 

海のいのち 
立松和平／作，伊

勢英子／絵 
ポプラ社   

ことりをすきになった山 

エリック＝カー

ル／絵，アリス＝

マクレーラン／

文，ゆあさふみ

え／訳  

偕成社   

チェロの木 
いせひでこ／

〔作〕 
偕成社   

西の魔女が死んだ 梨木香歩／著 新潮社   

街のいのち 
立松和平／文，横

松桃子／絵 
くもん出版   

山のいのち 
立松和平／作，伊

勢英子／絵 
ポプラ社   

生きる うつむく青年 谷川俊太郎／著 サンリオ   

付録「本の世界を広げよう」 
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 お気に入りの本は見つかったかな？                        

このほかにも、図書館にはおもしろい本が                      

たくさんあるよ！ みんなきてね！ 

作品名 作者 出版者 読んだ日 

深海大探検！ ワン・ステップ／編 ＰＨＰ研究所   

世界一おいしい火山の本 林信太郎／著  小峰書店   

世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー／文，遠藤育枝／訳  ＢＬ出版   

地球へのピクニック 谷川俊太郎／詩 銀の鈴社   

月はぼくらの宇宙港 佐伯和人／作 新日本出版社   

鉄は魔法つかい 畠山重篤／著 小学館   

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   

トモ、ぼくは元気です 香坂直／著 講談社   

夏のとびら 泉啓子／作 あかね書房   

夏の庭 The Friends 湯本 香樹実／作 新潮社   

ネルソン・マンデラ 自由へのたたかい 
パム・ポラック／著，メグ・ベルヴィソ／著，

伊藤菜摘子／訳  
ポプラ社   

ハッピーノート 草野たき／作 福音館書店   

漂泊の王の伝説 
ラウラ・ガジェゴ・ガルシア／作，松下直

弘／訳 
偕成社   

冒険者たち  斎藤惇夫／作 岩波書店   

ぼくらの先生！ はやみねかおる／著 講談社   

盆まねき 富安陽子／作 偕成社   

モギ ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク／著，片岡しのぶ／訳 あすなろ書房   

もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口タオ／文 講談社   

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   

よくわかるネット依存 遠藤美季／監修 ＰＨＰ研究所   

リバウンド エリック・ウォルターズ／作，小梨直／訳 福音館書店   

両親をしつけよう！ ピート・ジョンソン／作，岡本浜江／訳 文研出版   

ルリユールおじさん いせひでこ／作 講談社   

教科書に出てくる歴史人物・文化遺産 ⑥ 

江戸時代（後期）・幕末 
鎌田和宏／監修 学研プラス   


