
 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

小学校 

低学年 

ぼくはおこった 
ハーウィン・オラム／文  

きたむらさとし／絵・訳 
佑学社 1988 E/ﾎﾞ 

地面の下のいきもの 松岡達英／え 福音館書店 1988 48ｼﾞ 

こぶたがずんずん 渡辺一枝／ぶん 長新太／え あすなろ書房 1988 E/ｺ 

子だぬきタンタ化け話 森山京／作 教育画劇 1988 ﾓ 

小学校 

高学年 

鶴になったおじさん 高橋良治／文 偕成社 1988 91/ﾂ 

海からとどいたプレゼント 上崎美恵子／作 岩崎書店 1988 ｺ 

緑色の休み時間 三輪裕子／作 講談社 1988 ﾐ 

ブーちゃんの秋 最上一平／作 新日本出版社 1988 ﾓ 

●リストは、平成31年3月現在、埼玉県立図書館で所蔵している資料です。 

資料展示リスト（2019年4月2日～2019年4月2５日） 

 

 

 2019年4月30日で、30年間続いてきた平成

は幕を閉じ、新たに「令和（れいわ）」の世

の中が始まります。県立久喜図書館子ども図

書室では、平成の課題図書の展示をとおし

て、この30年間をふり返ります。 

 4月2日から4月25日までは、平成元年から

平 成15年までの課題図書を、4月26日から

は、平成16年から平成30年までの課題図書を

ご紹介します。なつかしい本に出会えるかも

しれませんよ。 

 全国学校図書館協議会主催の読書感想文の

コンクールです。読書活動の振興等を理由

に、1955年から始まりました。学校を通じ

て、毎年400万編以上の応募があります。 

 2018年には、小学校低学年・中学年・高学

年の部でそれぞれ4冊、中学校・高等学校の部

ではそれぞれ3冊が課題図書に選ばれました。 

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 

  

ベストセラー 

『TUGUMI（つぐみ）』 

おもなできごと 

消費税導入／ベルリンの壁崩壊 



 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

糸でいきる虫たち 
松山史郎／文と写真 

小川宏／文と写真 
大日本図書 1990 48/ｲ 

小学校 

低学年 

エリちゃんでておいで あまんきみこ／作 佼成出版社 1990 ｱ 

ねこいるといいなあ さのようこ／さく・え 小峰書店 1990 E/ﾈ 

アンナの赤いオーバー 

ハリエット・ジィーフェルト／

ぶん アニタ・ローベル／え  

松川真弓／やく 

評論社 1990 E/ｱ 

小学校 

高学年 

魔術師のくだものづくり 岡本文良／作 高田勲／絵 くもん出版 1990 91/ﾏ 

山のいのち 立松和平／作 ポプラ社 1990 E/ﾔ 

走りぬけて，風 伊沢由美子／作 講談社 1990 ｲ 

ぼくらのカマキリくん いずみだまきこ／文 童心社 1990 ｲ 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

あめんぼがとんだ 高家博成／ぶん 新日本出版社 1991 48/ｱ 

小学校 

低学年 

となりのせきのますだくん 武田美穂／作・絵 ポプラ社 1991 E/ﾀｹ011 

夕やけ色のトンネルで 北原宗積／作 岩崎書店 1991 ｷ 

ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田岩緒／作 童心社 1991 E/ﾎﾞ 

小学校 

高学年 

コロッケ天使 上条さなえ／作 学習研究社 1991 ｶ 

ひとりぼっちのロビンフッド 飯田栄彦／作 理論社 1991 ｷ 

北の森にヒグマを追って 青井俊樹／文 大日本図書 1991 48/ｷ 

峠を越えたふたりの夏 三輪裕子／著 あかね書房 1991 ﾐ 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

よもぎだんご さとうわきこ／さく 福音館書店 1989 E/ｻﾄ008 

小学校 

低学年 

ぼくのじしんえにっき 八起正道／作 岩崎書店 1989 ﾔｵ 

うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文 南塚直子／絵 小峰書店 1989 E/ｳ 

とざんでんしゃとモンシロチョウ 長崎源之助／作 あかね書房 1989 ﾅ 

小学校 

高学年 

雨あがりのウエディング 矢部美智代／作 講談社 1989 ﾔ 

きっと明日（あした）は 江崎雪子／著 ポプラ社 1989 91/ｷ 

わすれるもんか！ 佐藤州男／作 文研出版 1989 ｻ 

ボルピィ物語 那須田淳／作 ひくまの出版 1989 ﾅ 

ベストセラー 

『愛される理由』 

おもなできごと 

バブル経済崩壊／湾岸危機 

ベストセラー 

『Santa Fe』 

おもなできごと 

ソビエト連邦崩壊 

ベストセラー 

『それいけ×ココロジー(1)(2)(3)』 

おもなできごと 

バルセロナ・オリンピック開幕 



 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

小学校 

低学年 

はたらきもののあひるどん 

マーティン・ワッデル／さく 

ヘレン・オクセンバリー／え 

せなあいこ／やく 

評論社 1996 E/ﾊ 

大どろぼうくまさん ふりやかよこ／作／絵 教育画劇 1993 E/ｵ 

こひつじクロ 
エリザベス・ショー／作・絵 

ゆりよう子／訳 
岩崎書店 1993 ｼ 

どんどんのびる草 
村山幸三郎／ぶん  

伏原納知子／え 
新日本出版社 1993 47/ﾄﾞ 

小学校 

高学年 

アニーとおばあちゃん 

ミスカ・マイルズ／作 

ピーター・パーノール／絵 

北面ジョーンズ和子／訳 

あすなろ書房 1993 E/ｱ 

星のまつり 最上一平／文 織茂恭子／絵 童心社 1993 ﾓ 

少年の海 横山充男／作 福田岩緒／絵 文研出版 1993 ﾖ 

あばれ天竜を恵みの流れに 赤座憲久／作 岩淵慶造／絵 ＰＨＰ研究所 1993 91/ｱ 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

おばあちゃんがいるといいのにな 松田素子／作 石倉欣二／絵 ポプラ社 1994 E/ｵ 

小学校 

低学年 

ゆめをにるなべ 茂市久美子／作 土田義晴／絵 教育画劇 1994 ﾓ 

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 菊地ただし／作 篠崎三朗／絵 草炎社 1994 ｷ 

やぶかのはなし 栗原毅／ぶん 長新太／え 福音館書店 1994 E/ﾔ 

小学校 

高学年 

おじいちゃんは荷車にのって 

グードルン・パウゼバンク／作 

インゲ・シュタイネケ／絵  

遠山明子／訳 

徳間書店 1994 ﾊﾟ 

サッコがいく 泉啓子／作 垂石真子／画 童心社 1994 ｲ 

キツネ山の夏休み 富安陽子／著 あかね書房 1994 ﾄ 

ふところにいだく生命（いのち）の

水・富士の自然 
近田文弘／著 西川肇／著 大日本図書 1994 45/ﾌ 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

しまふくろう 山本純郎／ぶん 福音館書店 1992 48/ｼ 

小学校 

低学年 

子うしのハナベエ日記 金田喜兵衛／作 ひくまの出版 1992 ｶ 

うちのなまくらさん 
ポール・ジェラティ／さく 

せなあいこ／やく 
評論社 1992 E/ｳ 

おみせやさん 角野栄子／ぶん 童心社 1992 E/ｵ 

小学校 

高学年 

森は呼んでいる 及川和男／作 岩崎書店 1992 ｵ 

にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル／作 あかね書房 1992 ﾋﾟ 

動物園出前しまーす 川内松男／文・写真 国土社 1992 91/ﾄﾞ 

ボク、ただいまレンタル中 長崎源之助／作 ポプラ社 1992 ﾅ 

ベストセラー 

『磯野家の謎(正・続)』 

おもなできごと 

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)開幕 

ベストセラー 

『日本をダメにした九人の政治家』 

おもなできごと 

日本人初の女性宇宙飛行士、向井さんが乗った

スペースシャトル・コロンビアが打ち上げ 

ベストセラー 

『遺書』 

おもなできごと 

阪神・淡路大震災が発生 



 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ぼくの村にサーカスがきた 小林豊／作・絵 ポプラ社 1996 E/ｺﾊ007 

小学校 

低学年 

おかぐら 脇明子／ぶん 小野かおる／え 福音館書店 1996 E/ｵ 

ちきゅうのなかみ 長崎夏海／作 篠崎三朗／絵  小峰書店 1996 ﾅｶﾞ 

天使のいる教室 
宮川ひろ／作  

ましませつこ／画 
童心社 1996 ﾐﾔ 

小学校 

高学年 

あいたかったよ、カネチン 林洋子／作 吉見礼司／絵 岩崎書店 1996 ﾊﾔ 

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 

ブリジット・スマッジャ／作 

末松氷海子／訳  

小泉るみ子／絵 

文研出版 1996 ｽﾏ 

あきかんカンカラカンコン 渋谷愛子／作 山野辺進／画 学習研究社 1996 ｼﾌﾞ 

ブータンの朝日に夢をのせて 
木暮正夫／作  

こぐれけんじろう／絵 
くもん出版 1996 916/ﾌﾞ 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

からだっていいな 山本直英／さく 片山健／さく 童心社 1997 E/ｶﾀ001 

小学校 

低学年 

なぞなぞライオン 佐々木マキ／作 理論社 1997 
913.6/ 
ｻｻ004 

ミナクローと公平じいさん 最上二郎／作 宮本忠夫／絵  草炎社 1997 
913.6/ 
ﾓｶ001 

オタマジャクシの尾はどこへきえた 
山本かずとし／ぶん  

畑中富美子／え 
大日本図書 1997 487/ｵﾀ 

小学校 

高学年 

ぼくの一輪車は雲の上 山口理／作 末崎茂樹／絵 文研出版 1997 
913.6/ 
ﾔﾏ027 

シンタのあめりか物語 八束澄子／作 小泉るみ子／絵 新日本出版社 1997 
913.6/ 
ﾔﾂ001 

しらんぷり 
梅田俊作／作・絵  

梅田佳子／作・絵 
ポプラ社 1997 E/ｳﾒ003 

車いすからこんにちは 嶋田泰子／著 風川恭子／絵 あかね書房 1997 
916/ 
ｼﾏ016 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ゆずちゃん 肥田美代子／作 石倉欣二／絵 ポプラ社 1995 E/ﾕ 

小学校 

低学年 

かんすけさんとふしぎな自転車 松野正子／作 津田櫓冬／絵  大日本図書 1995 ﾏﾂ 

でんでら竜がでてきたよ おのりえん／作 伊藤英一／絵 理論社 1995 
913.6/ 

ｵﾉ011 

いもむしのうんち 

（ふしぎ発見シリーズ ６） 
 アリス館 1995 48/ｲ 

小学校 

高学年 

ふうちゃんのハーモニカ 
西野綾子／作  

ふりやかよこ／絵 
ひくまの出版 1995 ﾆｼ 

帰ってきたナチ 水上美佐雄／作 高橋宏幸／画 学習研究社 1995 ﾐｽﾞ 

さよならの日のねずみ花火 今関信子／作 おぼまこと／絵 国土社 1995 ｲﾏ 

お米は生きている 富山和子／著 講談社 1995 61/ｵ 

ベストセラー 

『脳内革命』『脳内革命２』 

おもなできごと 

アトランタ・オリンピック開幕 

ベストセラー 

『ビストロマップ完全レシピ』 

おもなできごと 

サッカー日本代表が、W杯初出場決定 

ベストセラー 

『新・人間革命(1・2・3)』 

おもなできごと 

長野冬季オリンピック開幕 



 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ゴムあたまポンたろう 長新太／作 童心社 1998 E/ﾁﾖ001 

小学校 

低学年 

ボールのまじゅつしウィリー 
アンソニー・ブラウン／さく 

久山太市／やく 
評論社 1998 E/ﾌﾗ719 

キツネのまいもん屋 富安陽子／さく 篠崎三朗／え 新日本出版社 1998 
913.6/ 
ﾄﾐ003 

小学校 

中学年 

あやとりひめ 森山京／作 飯野和好／絵 理論社 1998 
913.6/ 
ﾓﾘ008 

コカリナの海 鈴木ゆき江／作 小泉るみ子／絵 ひくまの出版 1998 
913.6/ 
ｽｽ020 

クロクサアリのひみつ 山口進／写真・文 アリス館 1998 486/ｸﾛ 

小学校 

高学年 

ザリガニ同盟 今村葦子／作 山野辺進／画 学習研究社 1998 
913.6/ 
ｲﾏ004 

ヨースケくん 
那須正幹／作 

はたこうしろう／絵 
ポプラ社 1998 

913.6/ 
ﾅｽ001 

だんまりレナーテと愛犬ルーファス 
リブ・フローデ／作  

木村由利子／訳 本庄ひさ子／絵 
文研出版 1998 

949/ 
ﾌﾛ705 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ライギョのきゅうしょく 阿部夏丸／作 講談社 1999 
913.6/ 
ｱﾍ019 

小学校 

低学年 
ウラパン・オコサ 谷川晃一／作 童心社 1999 E/ﾀﾆ017 

ふしぎなともだち 
サイモン・ジェームズ／さく 

 小川仁央／やく 
評論社 1999 E/ｼｴ729 

小学校 

中学年 

ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉幸子／作 あかね書房 1999 
913.6/ 
ｶｼ003 

富士山大ばくはつ かこさとし／作 小峰書店 1999 453/ﾌｼ 

黒ねこのおきゃくさま 
ルース・エインズワース／作  

荒このみ／訳 
福音館書店 1999 

933/ 
ｴｲ703 

小学校 

高学年 

カモメがおそう島 
ロベルト・ピウミーニ／作  

高畠恵美子／訳 
文研出版 1999 

973/ 
ﾋｳ701 

ぼくは農家のファーブルだ 谷本雄治／著 岩崎書店 1999 615/ﾎｸ 

教室 斉藤栄美／作 ポプラ社 1999 
913.6/ 
ｻｲ035 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

でこちゃん つちだのぶこ／さく・え ＰＨＰ研究所 2000 E/ﾂﾁ005 

小学校 

低学年 
バンザイ！なかやまくん 太田京子／作 草炎社 2000 

913.6/ 
ｵｵ113 

かさぶたくん やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 2000 E/ﾔｷ006 

小学校 

中学年 

ぼくらは知床探険隊 関屋敏隆／文・型染版画 岩崎書店 2000 E/ｾｷ002 

アディオスぼくの友だち 上條さなえ／作 学習研究社 2000 
913.6/ 
ｶﾐ002 

ソリちゃんのチュソク イ・オクベ／絵・文 セーラー出版 2000 E/ｲ･509 

小学校 

高学年 

森のスケーターヤマネ 湊秋作／著 文研出版 2000 489/ﾓﾘ 

チロと秘密の男の子 河原潤子／作 あかね書房 2000 
913.6/ 
ｶﾜ060 

少年たちの夏 横山充男／作 ポプラ社 2000 
913.6/ 
ﾖｺ016 

ベストセラー 

『五体不満足』 

おもなできごと 

「だんご３兄弟」300万枚の超ヒット 

ベストセラー 

『だから、あなたも生きぬいて』 

おもなできごと 

シドニー五輪開幕。 

高橋尚子がマラソンで陸上女子初の金獲得 

ベストセラー 

『チーズはどこへ消えた？』 

おもなできごと 

アメリカ同時多発テロ 



 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

むしたちのうんどうかい 得田之久／文 久住卓也／絵 童心社 2001 E/ｸｽ012 

小学校 

低学年 
ヤギになっちゃうぞ 最上一平／さく 新日本出版社 2001 

913.6/ 

ﾓｶ002 

けんかのきもち 柴田愛子／文 伊藤秀男／絵 ポプラ社 2001 E/ｲﾄ026 

小学校 

中学年 

虹の谷のスーパーマーケット 池川恵子／作 ひくまの出版 2001 
913.6/ 

ｲｹ040 

ねこたち町 わしおとしこ／文 アリス館 2001 
913.6/ 

ﾜｼ006 

ぼくのクジラ 
キャサリン・スコウルズ／作   

百々佑利子 ／訳  
文研出版 2001 

933/ 

ｽｺ707 

小学校 

高学年 

カブトエビの寒い夏 谷本雄治／文 
農山漁村文化

協会 
2001 

913.6/ 

ﾀﾆ024 

よみがえれ白いライオン 
マイケル・モーパーゴ／作   

佐藤見果夢 ／訳 
評論社 2001 

933/ 

ﾓﾊ701 

アンソニー 茂市久美子／作 あかね書房 2001 
913.6/ 

ﾓｲ001 

 書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

いのちは見えるよ 及川和男／作 長野ヒデ子／絵 岩崎書店 2002 E/ﾅｶ042 

小学校 

低学年 

ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎／文  高畠純 ／絵 文渓堂 2002 E/ﾀｶ036 

おばあちゃんすごい！ 
中川ひろたか／文   

村上康成 ／絵 
童心社 2002 E/ﾑﾗ009 

小学校 

中学年 

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子／作 理論社 2002 
913.6/ 

ﾄﾐ003 

そして、カエルはとぶ！ 広瀬寿子／作 国土社 2002 
913.6/ 

ﾋﾛ013 

ダンゴムシ 今森光彦／文・写真 アリス館 2002 485/ﾀﾝ 

小学校 

高学年 

トウモロコシが実るころ 
ドロシー・ローズ／作   

長滝谷富貴子 ／訳 
文研出版 2002 

933/ 

ﾛｽ709 

おじいちゃんの桜の木 
アンジェラ・ナネッティ／作  

長野徹 ／訳 
小峰書店 2002 

973/ 

ﾅﾈ701 

ハンナのかばん 
カレン・レビン／著   

石岡史子 ／訳 
ポプラ社 2002 

936/ 

ﾚﾋ703 

埼玉県のマスコット 
コバトン＆さいたまっち 

 

 今回は、平成元年から平成15年までの、小学生の課題図書をご紹介し

ましたが、いかがでしたでしょうか？ 

 次の展示では、「平成の課題図書 後編（平成16年～平成30年）」

を予定しております。お楽しみに！ 

ベストセラー 

「ハリーポッター」シリーズ 

おもなできごと 

サッカーW杯日韓共同開催 

ベストセラー 

『バカの壁』 
おもなできごと 

中国などでSARS発生 

※ベストセラー：トーハン調べ 


