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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 

かんがえるのって 

おもしろい 
すき 谷川俊太郎／作,  和田誠／絵  理論社  

なまえつけてよ 

うきわねこ 蜂飼耳／ぶん,  牧野千穂／え ブロンズ新社  

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  

１２月の夏休み 川端裕人／作,  杉田比呂美／絵 偕成社  

天のシーソー 安東みきえ／作 理論社  

のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳／作,  ミヤハラヨウコ／絵   理論社   

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  

図書館を使い   

こなそう 

生き物を育成する仕事   ほるぷ出版  

ウマ大図鑑 日本ウマ科学会／監修  ＰＨＰ研究所  

馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス／作,  瀬田貞二／訳 岩波書店   

絵でわかる 馬の本 

Ｅ．ボーモン／著,  Ｍ．Ｒ．ピモン／著,  

Ｐ．ライニッヒ／著,  深野聡／馬事監

修,  かのうきよ／訳,  稲松三千野／

訳監修  

WAVE出版  

言葉の意味が  

分かること 

コドモの常識ものしり事典 １ ことばと文化

のふしぎＱ＆Ａ 
荒俣宏／監修 

日本図書セン

ター 
 

世界のあいさつことば学 稲葉茂勝／著 今人舎  

それ日本と逆！？文化のちがい習慣の  

ちがい 第２期－２ ペラペラことばとものの

名前  

須藤健一／監修 学研プラス  

●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 

声に出して    

楽しもう 古典の 

世界（一） 

おくのほそ道 那須田淳／著, 十々夜／絵    岩崎書店   

竹取物語 石井睦美／編訳 偕成社   

徒然草 吉田兼好／〔原作〕 汐文社   

平家物語  木村次郎／文, 井上洋介／絵    童心社    

作家で広げる   

わたしたちの読書    

カレーライス 

あのころ さくらももこ／絵と文 集英社  

おじいちゃんの大切な一日 重松清／著, はまのゆか／絵  幻冬舎  

神様の階段 今森光彦／著 偕成社  

川をのぼって森の中へ ボルネオ島マ

ハカム川の旅 
今森光彦／著 偕成社  

獣の奏者（そうじゃ） １ 上橋菜穂子／作, 武本糸会／絵   講談社  

きみの友だち 重松清／著 新潮社  

きみの町で 重松清／著, ミロコマチコ／絵 朝日出版社  

さすらい猫 ノアの伝説 重松清／著, 杉田比呂美／絵  講談社  

重松清  はじめての文学  重松清／著   文藝春秋  

まるむし帳 さくらももこ／著  集英社  

娘に語るお父さんの歴史 重松清／著 新潮社  

からたちの花 
からたちの花がさいたよ 北原白秋童

謡選  
北原白秋／〔作〕, 与田凖一／編    岩波書店  

たずねびと 

風の靴 朽木祥／作, 服部華奈子／画 講談社  

彼の手は語りつぐ 
パトリシア・ポラッコ／文と絵,  

千葉茂樹／訳 
あすなろ書房  

茶畑のジャヤ 中川なをみ／作    鈴木出版  

八月の光 失われた声に耳をすませて 朽木祥／作  小学館  

光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島 朽木祥／作 講談社  

固有種が教えて  

くれること 

朝日ジュニア学習年鑑 ２０１８   朝日新聞出版   

ざんねんないきもの事典 おもしろ

い！進化のふしぎ 

下間文恵／絵, 徳永明子／絵,  

かわむらふゆみ／絵, 今泉忠明／

監修    

高橋書店  

調べる学習子ども年鑑 ２０１８ 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店   

日本は世界で何番目？ ３ 環境とエ

ネルギー 
藤田千枝／編 新美景子／著 大月書店  

ワールド・ウォッチ 地図と統計で見

る世界 
こどもくらぶ／訳  丸善出版  

グラフや表を用いて

書こう 

現代用語の基礎知識 学習版 ２０１

８ 
  自由国民社   

日本のすがた ２０１８ 日本をもっ

と知るための社会科資料集 
矢野恒太記念会／編集  

矢野恒太記念

会 
  

古典芸能の世界 

―語りで伝える 

落語絵本 じゅげむ 川端誠／〔作〕 
クレヨンハウ

ス 
 

落語絵本 はつてんじん 川端誠／〔作〕 
クレヨンハウ

ス 
 

落語絵本 まんじゅうこわい 川端誠／〔作〕 
クレヨンハウ

ス 
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教材名 作品名 作者 出版者 読んだ日 

 声に出して   

楽しもう 古典の

世界（二） 

漢文に親しもう   金の星社   

論語 心をみがくことば 八木章好／著, すずき大和／絵    国土社    

やなせたかし  

―アンパンマンの

勇気 

円周率の謎を追う 江戸の天才数学

者・関孝和の挑戦 
鳴海風／作, 伊野孝行／画 くもん出版  

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  

スティーブ・ジョブズ 
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  

何のために生まれてきたの？ 希望の

ありか 
やなせたかし／著 ＰＨＰ研究所  

マザー・テレサ あふれる愛 沖守弘／文・写真  講談社  

やなせたかし 愛と勇気を子どもたち

に 
中野晴行／作 あかね書房  

やなせたかし おとうとものがたり やなせたかし／詩・画 フレーベル館  

勇気の花がひらくとき やなせたかし

とアンパンマンの物語  
梯久美子／文 フレーベル館  

六千人の命を救え！外交官・杉原千畝  白石仁章／著  ＰＨＰ研究所  

生活の中で詩を 

楽しもう 

いそがなくてもいいんだよ 岸田衿子／詩    童話屋  

少年少女のための日本名詩選集 １２ 

三好達治 
萩原昌好／編    あすなろ書房  

まど・みちお全詩集    
まど・みちお／著, 伊藤英治 

／編    
理論社  

想像力のスイッチ

を入れよう 

池上彰さんと学ぶみんなのメディアリ

テラシー １ メディアの役割とその

仕組み 

池上彰／監修 
 

学研教育出版 
  

ニュースの大研究   

報道のしくみがよくわかる  
碓井広義／監修   ＰＨＰ研究所   

ネットで見たけどこれってホント？ 

② 食のメディアリテラシー 
北折一／著   少年写真新聞社  

窓をひろげて考えよう  
下村健一／著, 艸場よしみ  

企画・構成 
かもがわ出版  

大造じいさん   

とガン 

片耳の大シカ 椋鳩十／著 偕成社  

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  

少年動物誌 河合雅雄／作, 平山英三／画 福音館書店  

マヤの一生 椋鳩十／作, 吉井忠／画   大日本図書  

椋鳩十全集 １ 月の輪グマ 椋鳩十／著   ポプラ社  

椋鳩十動物童話集 第２巻 月の輪 

グマ 
椋鳩十／著 小峰書店  

雪の夜明け 

なきむし 今村葦子／作, 菊池恭子／絵  文研出版  

ふたつの家のちえ子 今村葦子／著 評論社  

ゆきのよあけ 
いまむらあしこ／文, あべ弘

士／絵   
童心社  
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付録「本の世界を広げよう」 

作品名 作名 出版者 読んだ日 

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   

アンジュール ある犬の物語 ガブリエル・バンサン／作 ＢＬ出版   

江戸の笑い  興津 要 講談社   

おいしく たべる 
松本仲子／監修, 加藤休ミ／画, 得地直美／画,  

朝日新聞出版／編著   
朝日新聞出版   

お米ができるまで 岩貞るみこ／作, 武田美穂／絵 講談社   

思いちがいの言葉  山口理／著 偕成社   

かぶきわらし 庄司三智子／文・絵 出版ワークス    

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   

季節のことば 中村和弘／監修 岩崎書店   

車いすはともだち 城島充／著  講談社   

西遊記 上 悟空誕生の巻  渡辺仙州／編訳, 佐竹美保／絵   偕成社   

調べよう！文字のはじまりと本の歴史 稲葉茂勝／文, 能勢仁／監修    ミネルヴァ書房   

すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録 講談社／編 講談社   

せいめいのれきし 改訂版  
バージニア・リー・バートン／文・絵, いしいもも

こ／訳, まなべまこと／監修 
岩波書店   

地球の声に耳をすませて  大木聖子／著  くもん出版   

天気のふしぎえほん 斉田季実治／監修 ＰＨＰ研究所   

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／作,  池田香代子／訳  岩波書店   

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／作, 松本聰美／作, おおぎやなぎ 

ちか／作, 森川成美／作, 黒須高嶺／絵    
さ・え・ら書房   

二分間の冒険 岡田淳／著, 太田大八／絵    偕成社   

日本語を味わう名詩入門 ７ 北原白秋 萩原昌好／編 あすなろ書房   

日本にしかいない生き物図鑑 今泉忠明／監修 ＰＨＰ研究所   

俳句はいかが 五味太郎／作・絵 岩崎書店   

パンプキン！ 模擬原爆の夏 令丈ヒロ子／作, 宮尾和孝／絵 講談社   

１００年後の水を守る 橋本淳司／著  文研出版   

兵士になったクマ ヴォイテク 
ビビ・デュモン・タック／著, フィリップ・ホプマン／

絵, 長野徹／訳  
汐文社   

ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア／著, こだまともこ／訳  あすなろ書房   

フェアトレードって、なんだろう？  渡辺 龍也／監修, こどもくらぶ／編 彩流社   

べんり屋、寺岡の夏。 中山聖子／作  文研出版   

ぼくたちのリアル 戸森しるこ／著, 佐藤真紀子／絵   講談社   

ぼくの、ひかり色の絵の具  西村すぐり／作, 大野八生／絵  ポプラ社   

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   

みどりのゆび 
モーリス・ドリュオン／作, ジャクリーヌ・デュエー

ム／絵, 安東次男／訳   
岩波書店   

みみずのカーロ シェーファー先生の自然の学校 今泉みね子／著, 中村鈴子／画 合同出版   

みんなで考える小学生のマナー ジュニアマナーズ協会／著, 田中ゆり子／監修    メイツ出版   

インフラってなに？ ３ 通信  こどもくらぶ／編   筑摩書房   

わたしも水着をきてみたい 
オーサ・ストルク／作, ヒッテ・スペー／絵, きただ

いえりこ／訳 
さ・え・ら書房   


