
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

埼玉県すいしょう図書　小学校３・４年生

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
326 ねこの小児科医ローベルト 木地雅映子 偕成社
325 キセキのスパゲッティー 山本省三 フレーベル館
324 森のゲオルグ ノーブスミー 出版ワークス
323 みんなで守れ！ふくちゃんのいのち 秋川　イホ フレーベル館
322 おばあちゃんがやってきた 重本あき子 新日本出版社
321 ヒョウのハチ 門田隆将 小学館
320 消えた時間割 西村友里 学研プラス
319 俳句ガール 堀直子 小峰書店
318 ハニーのためにできること 楠章子 童心社
317 ぼくのなまえはへいたろう 灰島かり、殿内真帆 福音館書店
316 アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー、三原泉 徳間書店
315 月からきたトウヤーヤ 蕭甘牛、君島久子 岩波書店
314 はじめて見たよ！セミのなぞ 新開孝 少年写真新聞社
313 この本をかくして マーガレット・ワイルド、フレヤ・ブラックウッド、アーサー・ビナード 岩崎書店
312 しりとりボクシング 新井けいこ 小峰書店
311 ウミガメものがたり 鈴木まもる 童心社
310 ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス、ソフィー・ブラッコール、横山和江 あすなろ書房
309 逆転！ドッジボール 三輪裕子 あかね書房
308 夜やってくる動物のお医者さん 高橋うらら フレーベル館
307 ぼくのつばめ絵日記 深山さくら フレーベル館
306 あしたがすき 指田和、阿部恭子 ポプラ社
305 バイバイ、わたしの９さい！ ヴァレリー・ゼナッティ、ささめやゆき、伏見操 文研出版
304 あひる 石川えりこ くもん出版
303 電車でノリノリ 新井けいこ、たかおかゆみこ 文研出版
302 なかよしヤギ一家のECOプロジェクト 深山さくら 佼成出版社
301 超救助犬リープ 石黒久人 学芸みらい社
300 先生、しゅくだいわすれました 山本悦子 童心社
299 ヒワとゾウガメ 安東みきえ、ミロコマチコ 佼成出版社
298 読書マラソン、チャンピオンはだれ？ クラウディア・ミルズ 文溪堂
297 ふしぎなともだち たじまゆきひこ くもん出版
296 絵本いのちをいただく　みいちゃんがお肉になる日 坂本義喜、内田美智子　 講談社
295 ネバーギブアップ！ くすのきしげのり、山本孝　　 小学館
294 かあちゃん取扱説明書 いとうみく、佐藤真紀子 童心社
293 ひとりひとりのやさしさ ジャクリーン・ウッドソン、E・B・ルイス　 BL出版
292 もしも宇宙でくらしたら 山本省三、村川恭介 WAVE出版
291 ニルスが出会った物語１～６ セルマ・ラーゲルレーブ 福音館書店
290 幸せを奏でる私の音楽 光丘真理 佼成出版社
289 からっぽのくつした レベッカ・コッブ 世界文化社
288 じいちゃんの森 小原麻由美 PHP研究所
287 ポテトサラダ 福明子 学研
286 盆まねき 富安陽子 偕成社
285 シールの星 岡田淳 偕成社
284 ドレミファ荘のジジルさん　ピピンとトムトム物語 たかどのほうこ 理論社
283 バティストさんとハンガーブルグ＝ハンガーブルグ伯爵のおはなし ルドウィッヒ・ベーメルマンス BL出版
282 はじめてのほしぞらえほん 村田弘子 バイインターナショナル

281 アラスカ無人島だより 松本紀生 教育出版
280 フリードリヒばあさん ハインツ・ヤーニッシュ 光村教育図書
279 パパとミッポと海の1号室 田部智子 岩崎書店
278 氷の海を追ってきたクロ 井上こみち 学研マーケティング
277 たんぼのおばけタニシ 大木淳一 そうえん社
276 １つぶのおこめ デミ 光村教育図書
275 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウインター ＢＬ出版
274 玉子の卵焼き 上条さなえ 文溪堂
273 からほり亭で漫才！ 藤田富美恵 文研出版

R2.10.1

H22.10.22

H23.10.14

R1.10.1

H28.10.7

H29.10.1

H30.10.1

H24.10.12

H27.10.9

H26.10.1

H25.10.15
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
272 アキンボとクロコダイル アレクサンダー・マコール・スミス 文研出版
271 古道具ほんなら堂 楠章子 毎日新聞社
270 のんきな父さん 丘修三 小峰書店
269 ホネホネたんけんたい 松田素子　西沢真樹子 アリス館
268 この世でいちばんすばらしい馬 チェン・ジャンホン 徳間書店
267 いのしし 前川貴行 アリス館
266 ネズミ父さん大ピンチ ジェフリー・ガイ 徳間書店
265 ふたり★おなじ星のうえで 谷川俊太郎 東京書籍
264 彼岸花はきつねのかんざし 朽木祥 学習研究社
263 ダンゴムシはだんご好き？ 谷本雄治 文溪堂
262 うみのほん　たべものリレー まつざわせいじ 文化出版局
261 おわらいコンビ　ムサシとコジロー 上條さなえ ポプラ社
260 命をくれてありがとう　ぼくは１８トリソミー わたなべえいこ 汐文社
259 つばさをもらったライオン クリス・コノヴァー ほるぷ出版
258 鐘の鳴る日 鈴木ゆき江 ひくまの出版
257 土をつくる生きものたち　雑木林の絵本 谷本雄治 岩崎書店
256 ひげねずみくんへ アン・ホワイトヘッド・ナグダ 福音館書店
255 日本の風景　松 ゆのきようこ 理論社
254 おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォッブス・オーカソン あすなろ書房
253 天才コオロギ、ニューヨークへ ジョージ・セルデン あすなろ書房
252 ビュンビュンきしゃをぬく アーナ・ボンタン、ジャック・コンロイ 岩波書店
251 おじいちゃんと森へ ダグラス・ウッド 平凡社
250 さよならの日まで 宮川ひろ ポプラ社
249 きっと泳げるよ、カバのモモちゃん 大塚菜生 汐文社
248 ねんねこさい 島野美智子 新日本出版社
247 はりねずみイガー・カ・イジー おのりえん　 理論社
246 アマガエルとくらす 山内祥子 福音館書店
245 たんぽぽ 丘修三 小峰書店
244 メジャーリーグの大研究 国松俊英 ＰＨＰ研究所
243 ごほうびは、ミステリーツアー エミリー・スミス 文研出版
242 犬たちの命を救え 今西乃子 国土社
241 かしこいブタのロリポップ ディック・キング・スミス アリス館
240 おおきなタブノキ 木暮正夫 教育画劇
239 さよならアンナ 山口理　 ひくまの出版
238 雄太昆虫記ぼくのアシナガバチ研究所日記 中川雄太 くもん出版
237 義足のキリンたいよう 島田和子 汐文社
236 ティナのおるすばん イリーナ・コルシュノフ 徳間書店
235 ぼくのコレクション 盛口満　 福音館書店
234 モチモチの木 斎藤隆介 理論社
233 ホウ博士とロボットのいる町 松村美樹子　 ポプラ社
232 ガリバーのいない夏 山口理 国土社
231 夢通りふれあい祭り 新井けいこ 文研出版
230 平和のたからもの 寺田志桜里 くもん出版
229 ニホンカワウソの旅だち 大西伝一郎 文溪堂
228 はちみついろのうま 小風さち 福音館書店
227 紳士とオバケ氏 たかどのほうこ フレーベル館
226 けものたちのないしょ話 君島久子 岩波書店
225 あっぱれ！わかとの天福丸 お国がえの巻 木暮正夫 金の星社
224 雨ふりマウス 竹下文子 アリス館
223 満月をまって メアリー・リン・レイ あすなろ書房
222 はじめてみんなとかえった日 いながきようこ 偕成社
221 放し飼い昆虫記 渡辺実穂 農山漁村文化協会
220 ハードルキャンプでいっちょまえ 今関信子 汐文社
219 ママが風になれたら 岸川悦子 ポプラ社
218 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実 偕成社
217 海をわたったアンメイ ステファン・モルナー－フェントン 評論社
216 えっちゃんのせんそう 岸川悦子 文溪堂
215 おれのかあちゃん流れ星 山口理 文研出版
214 ワニワニロックンロール ジョアンナ・コール 小峰書店
213 ものしりプクイチ たかどのほうこ 教育画劇

H19.10.12

H18.10.13

H16.10.15

H17.10.14

H13.10.19

H14.10.18

H12.10.13

H21.10.1

H20.10.17

H15.10.14

小学中学年2/6



埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
212 ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン あすなろ書房
211 ねこが見た話 たかどのほうこ 福音館書店
210 にじとそらのつくりかた かとうじゅんこ 理論社
209 瀬戸内少年海ぞく団 長谷川京平 学習研究社
208 空にかざったおくりもの 光原百合 女子パウロ会
207 大地に地雷はにあわない 今関信子 ＰＨＰ研究所
206 こちらは宇宙ステーション 本間正樹 佼成出版社
205 チョコレート王と黒い手のカイ ヴォルフ・ドゥリアン 徳間書店
204 ３本足のタロー 桑原崇寿 ハート出版
203 リコとふしぎな豆の木 ときありえ 岩崎書店
202 ピーターの浜べ サリー・グリンドレー 評論社
201 石のねずみストーン・マウス ジェニー・ニモ 偕成社
200 ろうかのいちばんおくの教室は ダグラス・エバンス ＰＨＰ研究所
199 だ・い・す・き！たぬきのホーショージくん 菊地ただし 金の星社
198 魔女からの手紙 角野栄子 ポプラ社
197 むし歯のもんだい 北川原健、柳生弦一郎 福音館書店
196 ないしょだよ。 正道かほる アリス館
195 名犬ベッツとタンクル 井上こみち 実業之日本社
194 フライパンとダンス 上野恵子 文化出版局
193 ゴンちゃん 灰谷健次郎 文溪堂
192 ま・い・ご 岸川悦子 農山漁村文化協会
191 ソフィーのねがいごと ウェンディー・オルー あすなろ書房
190 モニカさんのハーモニカ いとうひろし あかね書房

おばけ 西本鶏介 佼成出版社
うしなわれたへそ大陸 森下研 小峰書店
自転車でいこう！ 三輪裕子 あかね書房
モモイロハート　そのこリュウ 沢田俊子 汐文社
吸血鬼の花よめ 八百板洋子 福音館書店

189 ないしょ！ 後藤竜二 新日本出版社
188 えり子と白い花の森 堀内純子 小峰書店
187 河合雅雄のたまたまうっかり動物園１　 草山万兎 小学館
186 エンジェルがとんだ日 山田火砂子、和田登 学習研究社
185 にこりん村のふしぎな郵便 茂市久美子 ポプラ社
184 わすれられない十日間 坂本伊都子 金の星社
183 せかいいち大きな女の子のものがたり アイザックスゼリンスキー 冨山房
182 椋鳩十の小鳥物語 椋鳩十　根来由美 理論社
181 ねこのパーキンスのおみやげ イェトマン　くめ　みのる 偕成社
180 さよならハーネス 赤座憲久　　石倉欣二 新日本出版
179 画用紙の中のぼくの馬 Ｗ・Ｈ・ハーディング 文研出版
178 びょういんの木 岡村理 汐文社
177 うれしいことインタビュー おーなり由子 ほるぷ出版
176 冒険がいっぱい 和田誠　　長新太 文渓堂
175 いたずらおばあさん 高楼方子　千葉史子 フレーベル館
174 たねどんどん 延原清子　せしようこ ひかりのくに
173 あしたは元気！ぼくらの阪神大震災 綾野まさる　金成泰三 小学館
172 未来から来たカメときょうりゅう 藤本たか子　中村景児 岩崎書店
171 森のはる　なつ　あき　ふゆ 岸田衿子 ポプラ社
170 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク ほるぷ出版
169 しゃべる詩　あそぶ詩　きこえる詩 はせみつこ 冨山房
168 おかあさんへの手紙 山県喬 PHP研究所
167 グウェンダのキラキラ大作戦 テッサ・ダール 評論社
166 トレモスの風屋 小倉明 くもん出版
165 けんちゃんとトシせんせい 高木敏子 金の星社
164 じっぽ たつみや章 あかね書房
163 タヌキはぼくのたからもの 池田啓 ポプラ社
162 それは、あらしの夜だった ジャネット＆アラン・アルバーグ 文化出版局
161 ひとりでもふたり 矢崎節夫 フレーベル館
160 かっぱうたろう おのりえん 福音館書店
159 やさしい花火 上條さなえ PHP研究所
158 もしも　ちきゅうが… へスター・ゴダード 評論社
157 ウーヌーグーヌーがきた！ イリーナ・コルシュノウ さ・え・ら書房
156 ひらめきルーカス　学級委員はだれだ？！ ハーウィッツ 偕成社

H9.4.25

H9.10.1

H8.4.26

H7.4.3

H10.10.9

H10.4.21

H7.10.2

H8.10.15

H11.10.12
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
155 クマさんたら、クマさん 森山京 理論社
154 先生、ひいきひいき 宮川ひろ ポプラ社
153 絵とき　ゾウの時間とネズミの時間 本川達雄 福音館書店
152 ふしぎの森のミンピン ロアルド・ダール 評論社
151 山にいのち　かがやくとき 岸武雄 小峰書店
150 川べのゆかいな仲間たち ケネス・グレアム 講談社
149 テッちゃんはゾウ使い 井上こみち 金の星社
148 ぼくんち、キャンプ特訓中！ 那須正幹 教育画劇
147 まいごのアザラシをたすけて！ 平沢一郎 偕成社
146 シルクロードのみやげ話 大沢元子 ほるぷ出版
145 ごちそうさまのなつ マーク・サイモント 冨山房
144 水族館のクジラ博士 北川幸比古 小峰書店
143 ネコとぼくのドキドキ子守歌 いわままりこ 教育画劇
142 ＳＯＳ海ガメを救え 中村庸夫 旺文社
141 小さな小さな海うさぎ 北村けんじ 新日本出版社
140 しろくまだって 斉藤洋 小峰出版
139 みなさん　ラーメン好きですか 子どもと文学の会 国土社
138 これからの家族 花井泰子 けやき書房
137 トレモスのパン屋 小倉明 くもん出版
136 スペース・シャトル　宇宙へ サリー・ライト　スーザン・オーキー 偕成社
135 とんでろ　じいちゃん 山中恒 旺文社
134 パパにあいたい日もあるさ もとやまゆうほ ポプラ社
133 カバの茶目子のおねがい 亀井一成 ポプラ社
132 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉辰春 童心社
131 風のむらから　さわこ マオアキラ 汐文社
130 街はジャングル 砂田弘 草土文化
129 パパは名優 浅見美穂子 新日本出版社
128 もどれ　インディラ！ 中川志郎 佼成出版社
127 団地５階がぼくのうち 古田足日 童心社
126 ありがとうを三つ 松野正子 大日本図書
125 おやすけやさん　やーい 泉啓子 草土文化
124 かんぱい！おとうさん 古世古和子 金の星社
123 うれしい電話は山をこえて 三田照子 学習研究社
122 ひみつの友だち やなぎやけいこ 旺文社
121 モーラばあさんの超能力 Ａ・ペルビク 大日本図書
120 サツキマスのいた川 田口茂男 草土文化
119 東京大空襲ものがたり 早乙女勝元 金の星社
118 コロッケ天使 上條さなえ 学習研究社
117 村のうんそう屋 藤田博保 アリス館
116 こちらはおばけサービス会社 上崎美恵子 秋　書房
115 わたしのペットは鼻づらルーディ ウーヴェ・ティム 講談社
114 かいじゅうパパ 中尾三十里 文化出版局
113 ふしぎな音をおいかけて 鶴見正夫 童心社
112 ファースト・キスはイルカのくちばし 井上こみち 実業之日本社
111 トンボの国をまもる 望月正子 小峰書店
110 がんばれ！金子くん 丘修三 佼成出版社
109 アンネ・フランクものがたり　－かくれ家の少女ー ヨハンナ・ハルウィッツ 金の星社
108 としばあちゃんのケン玉作戦 山口節子 岩崎書店
107 あらしのくれたおくりもの エリザベス・ウィンスロップ 福武書店
106 あきにいのおにごっこ 宮川ひろ 新日本出版社
105 宝さがしはふたりで 浜たかや くもん出版
104 クジラにのった少年 原秀人 金の星社
103 ガールフレンドは宇宙魔女 田村理江 岩崎書店
102 はつ子とひな子 今村葦子 理論社
101 ちいさないのちのおくりもの 岡本文良 金の星社
100 クラス１ばんひらめきルーカス ジョハナ・ハーウィッツ 偕成社
99 オイノ島がきこえる 三谷亮子 くもん出版
98 あした遠足 宮下全司 大平出版社
97 赤いヤッケの駅長さん はまみつを 小峰書店
96 まっ黒なおべんとう 児玉辰春 新日本出版社
95 ゴロちゃんのウンチ大作戦 原のぶ子 アリス館
94 わすれるもんか！ 佐藤州男 文研出版
93 ぼくと兄ちゃんの大旅行 岡田ゆたか 童心社
92 こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール 評論社

H6.4.1

H4.10.1

H3.4.1

H6.10.3

H5.4.1

H4.4.1

H3.10.1

H5.10.1

H2.4.2

H2.10.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
91 角おれカブトの大冒険 大原興三郎 PHP研究所
90 シャムねこの家たんてい事件 いずみだまきこ 童心社
89 おばあちゃんはプロ野球ファン 山脇あさ子 新日本出版社
88 おとうとにいちゃん、ゴー 中島信子 くもん出版
87 ７月３１日のゆうれい 立原えりか 旺文社
86 山本先生ほんばんです 藤田のぼる 岩崎書店
85 どくろの旗がわらってる 北村けんじ 理論社
84 先生にもらったプレゼント 赤木由子 ポプラ社
83 逆転満塁ホームランシール 岡本泰生 文研出版
82 海賊ヒゲモジャ大冒険 しばはら・ち くもん出版
81 とべ！“おちこぼれ馬”ミルキーウェイ 舟崎克彦 偕成社
80 はじまりはへのへのもへじ！ 山末やすえ 秋書房
79 あわて山の大男ハチマント 小野寺悦子 理論社
78 子ダヌキのいたずら日記 池田啓 ポプラ社
77 天国からの手紙 名木田恵子 PHP研究所
76 しん子のポケット 白根厚子 新日本出版社
75 月の砂漠ハラハラドキドキ大横断 栗田清、栗原恵美子 小学館
74 おじいさんのハーモニカ ヘレン・Ｖ．グリフィス 佑学社
73 こはる先生だいすき 森はな ポプラ社
72 おとなしいきょうりゅうとうるさいちょう ミヒャエル・エンデ ほるぷ出版
71 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ 評論社
70 ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤洋 講談社
69 ポエムくんの透明人間をさがせ！！ 横田順彌 金の星社
68 走りたいな飛ぶように 野原なおこ 学習研究社
67 本日のぶん売り切れ 有賀完次 理論社
66 ぼく、ねえさんがすきなのに ロルフ・クレンツァー 佑学社
65 魚もねむる 杉浦宏 フレーベル館
64 ハナさんのおきゃくさま 角野栄子 福音館書店
63 ゴエモンにはまけないぞ 柳家弁天 大平出版社
62 うれしいときにも涙がでる 岸武雄 小峰書店
61 校長先生となぞのかいちゅうどけい 早川真知子 理論社
60 三吉ダヌキの八面相 中島千恵子 PHP研究所
59 ビタミンばくだん 安田浩 大平出版社
58 わたし、五等になりたい！ 岸川悦子 大日本図書
57 事件だ！それいけ忍者部隊 渋谷重夫 金の星社
56 たまねぎ博士１号タリラン 矢玉四郎 アリス館
55 スンガリー川の姉妹 和田登 ほるぷ出版
54 涙のタッチダウン 藤崎康夫 PHP研究所
53 消えた鉄道のなぞ 山口裕一 筑摩書房
52 かがみのむこうの国 滝本つみき 小学館
51 名たんていそばかすジギー２ ハインリッヒ・クラウス 国土社
50 ゆめを実らせた空想科学少年　 手島悠介 佼成出版社
49 ひみつの冒険旅行 布勢博一 学習研究社
48 おかしなおかしな月火水木金土 肥田美代子 偕成社
47 かぎばあさんアメリカへいく 手島悠介 岩崎書店
46 ショーちゃんは名探偵？ 堀直子 あかね書房
45 ひみつの子ねこ ジュディス・ワーシー 佑学社
44 4年2組のゴリラ先生 肥田美代子 PHP研究所
43 勇気ってなんだろう 石井昇悟 ひさかたチャイルド
42 いたどり谷にきえたふたり 富盛菊枝 大平出版社
41 鳥のなき声誕生会 赤座憲久 小峰書店
40 努力で生まれた数学界の星 渡辺誠 佼成出版社
39 こちら、いじめっ子対さく本部 沖井千代子 金の星社
38 おんぼろ宇宙船となぞのゆうれい星 ブライアン・アーンショウ 学習研究社
37 かぎばあさんは名探偵 手島悠介 岩崎書店
36 マラソンビリ子と勉強ビリ子 鈴木喜代春 あすなろ書房
35 のら犬ノラさん 竹崎有斐 あかね書房
34 とべ！ムササビの空へ 賀川木根子 理論社
33 トランペットをふく子ガエル フリードリヒ・フェルト 文研出版
32 幸せをありがとう 日野多香子 PHP研究所
31 イモリの天気予報 高巣忠好 童心社
30 チコ、あの空をとべ 菊池敬一 大平出版社
29 桶コッコのいる家 かがわあつこ 小学館
28 全員リレー○秘大作戦 野矢一郎 小峰書店
27 なみだの金メダル 手島悠介 講談社
26 がんばれチンパンジーケンタ 島原直樹 学習研究社
25 ミーコの母ちゃん日本一 岡本文良 旺文社
24 自由くんの宇宙せんそう 北川幸比古 岩崎書店
23 アルプスだってへっちゃらさ 西沢正太郎 あすなろ書房

S62.10.1

S61.4.1

S62.4.1

S60.10.1

S61.10.1

S63.4.1

H1.4.1

H1.10.2

S63.10.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
22 けんかにつよくなりたいぼく 熊田のぶ子 ポプラ社
21 神かくしの村 岸武雄 ほるぷ出版
20 ウミガメ 石井正敏 平凡社
19 大どろぼうゴロン太と校長先生 矢崎節夫 フレーベル館
18 ぼくのロボット大旅行 松岡達英 福音館書店
17 小さな島の小さな星 久保喬 童心社
16 ほんとうのぼくをさがせ！ 手島悠介 大平出版社
15 あやしいＵＦＯのなぞ　 ディビッド・Ａ．アドラー 国土社
14 どんぐり三つ、コツンでポン 佐々木赫子 講談社
13 まんだくんとマンガキン 矢玉四郎 岩崎書店
12 １００点が４０点にズッコケた 鈴木喜代春 あすなろ書房
11 ともだちは海のにおい 工藤直子 理論社
10 先生の子どもになりたい日 宮川ひろ ポプラ社
9 カワセミ 嶋田忠 平凡社
8 いなりのかみとほらふきごいち 吉田春代 文化出版局
7 ３年２組のゴリラ先生 肥田美代子 PHP研究所
6 ヒロシマからきたマメじぞう 山口勇子 大平出版社
5 ふたりは名探偵 一色悦子 小学館
4 ガリベン先生、がんばれ！ 後藤竜二 講談社
3 王者のとりで 戸川幸夫 金の星社
2 宿題ロボットてんさいくん 国松俊英 偕成社
1 ダメな子ビリの子まけない子 鈴木喜代春 あすなろ書房

S59.10.1

S60.4.1
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