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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 

 
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 

春のうた 

おどる詩 あそぶ詩 きこえる詩 はせみつこ／編 
冨山房インター

ナショナル 
 

春のうた『ジュニア・ポエム双書20 げんげと

蛙』 
草野心平／著 

教育出版セン

ター 
 

白いぼうし 

あかりの木の魔法 岡田淳／作 理論社  

白いぼうし『車のいろは空のいろ』 あまんきみこ／作 ポプラ社  

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作 あかね書房  

春のお客さん あまんきみこ／作 ポプラ社  

ひつじぐものむこうに あまんきみこ／作 文研出版  

ふしぎな木の実の料理法 岡田淳／作 理論社  

星のタクシー あまんきみこ／作 ポプラ社  

ルドルフ ともだち ひとりだち 斉藤洋／作 講談社  

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋／作 講談社  

アップと

ルーズで伝

える            

絵くんとことばくん 天野祐吉／作 福音館書店  

世界を変えるデザインの力 ２ 伝える 
ナガオカケンメイ／監

修 
教育画劇  

伝える極意 達人に学ぶコミュニケーション ４ 

表現の極意 

NHK「伝える極意」制作

班／編 
汐文社  

●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 

一つの花 

オットー  
トミー=ウンゲラー／作 
鏡哲生／訳 

評論社  

さくら子とおじいさん 今西祐行／作 あかね書房  

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  

せかいのひとびと 
ピーター=スピアー／絵・文 
松川真弓／訳 

評論社  

一つの花『今西祐行全集 第四巻 一つ
の花』 

今西祐行／作 偕成社  

ヒロシマの歌 今西祐行／作 岩崎書店  

声に出して楽し
もう                   

短歌・俳句に親
しもう（一） 

新編 日本古典文学全集7 萬葉集②         小学館  

岩波クラシックス51 王朝秀歌選         岩波書店  

新編 日本古典文学全集11 古今和歌集  小学館  

新編 日本古典文学全集70 松尾芭蕉集
① 

 小学館  

日本古典文学大系58 蕪村集 一茶集  岩波書店  

一茶全集 第一巻 発句  信濃毎日新聞社  

事実にもとづい
て書かれた本を

読もう 

「あかつき」 一番星のなぞにせまれ！ 
山下 美樹 ／文                        
中村 正人・佐藤 毅彦／監修 

文溪堂  

あなたの声がききたい 岸川 悦子／文 佼成出版社  

かき氷 天然氷をつくる 
細島雅代／写真                 
伊地知英信／文 

岩崎書店  

葛飾北斎 世界を驚かせた浮世絵師 芝田 勝茂／文 あかね書房  

ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人／写真・文 そうえん社  

手で食べる？ 森枝卓士／写真・文 福音館書店  

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  

ランドセルは海を越えて 内堀タケシ／写真・文 ポプラ社  

ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 
高橋昌巳／監修                         
こどもくらぶ／編 

岩崎書店  

忘れもの    
／ぼくは川 

とる『川崎洋少年詩集 しかられた神さ
ま』 

川崎洋／著 理論社  

元気がでる詩４年生 伊藤英治／編 理論社  

ぼくは川『ジュニアポエム双書10 夕方
のにおい』 

阪田寛夫／詩 銀の鈴社  

山ねこ、おことわり『―車のいろは空の
いろ―白いぼうし』 

あまんきみこ／作 ポプラ社  

忘れもの『少年詩集⑧ 枯れ葉と星』 高田敏子／詩 
教育出版セン
ター 
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教材名 作品名 作者 出版者 読んだ日 

ごんぎつね 

おじいさんのランプ 新美南吉／作 岩崎書店  

ごんぎつね『校定 新美南吉全集 第三巻』 新美南吉／作 大日本図書  

花のき村と盗人たち 新美南吉／作 小峰書店  

世界にほこる 
和紙 

自然の材料と昔の道具１ 竹でつくる 深光富士男／著 さ･え･ら書房  

日本の職人 伝統のワザ ⑥ 「工芸」の職人  学研プラス  

ポプラディア情報館 伝統工芸 
財団法人伝統的工芸
品産業振興協会／監
修 

ポプラ社  

わくわく発見！ 日本の伝統工芸 竹永絵里／画 河出書房新社  

声に出して楽し
もう                   

短歌・俳句に親
しもう（二） 

子規全集第二巻 俳句二  講談社  

増補決定版 現代日本文学全集27 高浜虚子集  筑摩書房  

定本 与謝野晶子全集 第一巻  ロマンス社  

現代の俳句6 自選自解 中村汀女句集  白鳳社  

近代文学注釈体系 石川啄木  有精堂出版  

増補決定版 現代日本文学全集９０ 現代短歌
集 

 筑摩書房  

プラタナスの木 

雨やどりはすべり台の下で 岡田淳／作 偕成社  

雨ふる本屋 日向理恵子／作 童心社  

大きな約束 椎名誠／著 集英社  

岳物語 椎名誠／著 集英社  

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  

感動を言葉に 

およぐ『ふじさんとおひさま』 谷川俊太郎／詩 童話屋  

ニンジン                              
『まど・みちお少年詩集 いいけしき』 

まど・みちお／詩 理論社  

詩の楽しみ方を
見つけよう 

月『少年少女詩集 さんかくじょうぎ』 こやま峰子／詩 
教育出版セン
ター 

 

つき『ふじさんとおひさま』 谷川俊太郎／詩 童話屋  

まんげつ『みずかみかずよ全詩集 いのち』 みずかみかずよ／詩 石風社  

ウナギのなぞを
追って 

アリクイの口のなぞが、ついにとけた！ 
山本省三／文            
遠藤秀紀／監修 

くもん出版  

ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 
山本省三／文             
遠藤秀紀／監修 

くもん出版  

ノラネコの研究 伊澤雅子／文 福音館書店  

初雪のふる日 

おおきな木 
シェル=シルヴァス
タイン／作 
村上春樹／訳 

あすなろ書房  

風と木の歌 安房直子／著 偕成社  

空とぶライオン 佐野洋子／作・絵 講談社  

遠い野ばらの村 安房直子／著 偕成社  

初雪のふる日『初雪のふる日』 安房直子／作 偕成社  

花豆の煮えるまで 安房直子／作 偕成社  
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作品名 作者 出版者 読んだ日 

石の中のうずまき アンモナイト 三輪一雄／文・絵 福音館書店  

外郎売 長野ヒデ子／絵・齋藤孝／編 ほるぷ出版  

ウエズレーの国 ポール=フライシュマン／作 
千葉 茂樹／訳 あすなろ書房  

エルマーのぼうけん ルース=スタイルス=ガネット／作 
渡辺茂男／訳 福音館書店  

おじいちゃんの口笛 ウルフ=スタルク／作 
菱木晃子／訳 ほるぷ出版  

大人も読みたい こども歳時記 長谷川櫂／監修                           
季語と歳時記の会／編著 小学館  

怪盗ブラックの宝物 那須正幹／作 福音館書店  

教室はまちがうところだ 蒔田晋治／作 子どもの未来社  

口で歩く 丘修三／作 小峰書店  

決定版！ 富士山まるごと大百科 佐野充／監修 学研プラス  

心を育てる みんなのぎもん ２巻 友達のぎもん 東風安生／監修 学研プラス  

こんなふうに作られる！  ビル＆ジム=スレイヴィン／文 
福本友美子／訳 玉川大学出版部  

視覚ミステリーえほん ウォルター=ウィック／写真・文 
林田 康一／訳 あすなろ書房  

たのしいローマ数字 デビッド=A=アドラー／文 
千葉 茂樹／訳 光村教育図書  

どうぶつ句会 あべ 弘士／作・絵 学研プラス  

都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所／編 実務教育出版  

にたものずかん どっちがどっち！？ 今泉忠明／監修                   
高岡昌江／文 学研プラス  

ニレの木広場のモモモ館 高楼方子／作 ポプラ社  

骨のひみつ 人体のしくみがよくわかる！ 坂井建雄／監修 ＰＨＰ研究所  

１つぶのおこめ デミ／作 
さくまゆみこ／訳 光村教育図書  

明日をつくる十歳のきみへ 日野原重明／著 冨山房インター
ナショナル  

いわさきちひろ 子どもの幸せと平和を絵にこめ
て 松本由理子／文 あかね書房  

大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー／作 
中村浩三／訳 偕成社  

オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ=クレンニエミ／作 
渡部翠／訳 福音館書店  

狂言えほん ぶす 内田麟太郎／文 ポプラ社  

算数で観察 フムフム！ 世界の生き物 アン=ルーニー／著 
みちしたのぶひろ／訳 オーム社  

写真でわかる慣用句辞典  学研プラス  

つるばら村のパン屋さん 茂市久美子／作 講談社  

冬眠のひみつ 近藤宣昭／監修 ＰＨＰ研究所  

日食・月食のひみつ 関口シュン／文・絵 子どもの未来社  

ピカピカ俳句 齋藤孝／著 パイインターナ
ショナル  

文化のちがい 習慣のちがい １ モグモグ 食事
のマナー 須藤健一／監修 学研プラス  

窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子／作 講談社  

雪の結晶ノート 
マーク=カッシーノ・ジョン=ネルソ
ン／作 
千葉 茂樹 訳 

あすなろ書房  

夜やってくる動物のお医者さん 高橋うらら／文 フレーベル館  

りこうなおきさき モーゼス=ガスター／文 
光吉 夏弥／訳 岩波書店  

リターン！ 山口理／作 文研出版  

ふろく「本の世界を広げよう」 


