
学年 巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『一ねんせいに なったら』 まど・みちお ポプラ社 Eﾐﾄﾞ 52004591

『ぐりとぐら』 なかがわ りえこ 福音館書店 Eｱｶ 12105129

『１ねん １くみの １にち』 川島 敏生 アリス館 Eﾐﾄﾞ 52002103

『さくら』 長谷川  摂子 文／矢間 芳子 絵・構成 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 12116922

『とのさま1ねんせい』 長野 ヒデ子 作／本田 カヨ子 作 絵 あすなろ書房 E 52006887

『おおかみと七ひきのこやぎ』 せた ていじ 訳 福音館書店 Eﾑﾗ 52000138

『キャベツくん』 長 新太 文研出版 E 52002800

『かいじゅうたちのいるところ 』
モーリス=センダック さく／
じんぐう てるお やく

冨山房 Eｷ 12072224

『あいうえおおかみ』 くどう なおこ 小峰書店 Eﾐﾄﾞ 12113206

『あいうえおばけだぞ』 五味 太郎 絵本館 Eｷﾝ 12097763

『ひらがな だいぼうけん』 宮下 すずか 偕成社 913 12114523

『てぶくろ』 うちだ りさこ 福音館書店 Eﾑﾗ 12121183

『３びきのくま』 トルストイ／おがさわら とよき 訳 福音館書店 Eﾑﾗ 12102654

『三びきのやぎのがらがらどん』 せた ていじ 福音館書店 Eﾑﾗ 12101039

『もけら もけら』 山下 洋輔 福音館書店 Eｱｶ 12095905

『あさになったので まどをあけますよ』 荒井 良二 偕成社 E 52001097

『ハンタイおばけ』 トム=マックレイ 文／青山 南 訳 光村教育図書 Eｷﾝ 12105295

いちねんせいの　うた 『ちきゅうはメリーゴーラウンド』 まど・みちお 小峰書店 Eﾐﾄﾞ 52009075

『うみのかくれんぼ』①
（もぐって かくれる）

武田 正倫 監修 金の星社 481 52008788

『いきもの かくれんぼ』 嶋田 泰子 童心社 Eﾐﾄﾞ 52008836

『はたらくじどう車』 元浦 年康 監修 あかね書房 537 52008787

『はたらくじどう車しごととつくり』⑤
（ごみしゅうしゅう車・ゆうびん車）

小峰書店編集部 編 小峰書店 537 52008834

『ジャックとまめの木』 渡辺 茂男 講談社 Eﾑﾗ 52009483

『きたかぜとたいよう』 蜂飼 耳 岩崎書店 Eﾑﾗ 12124458

『しらゆきひめ』 いもと ようこ 金の星社 E 52008786

『ブレーメンのおんがくたい』 村岡 花子 偕成社 Eﾑﾗ 12114399

『ライオンとネズミ』 蜂飼 耳 岩崎書店 Eﾑﾗ 12126772

『ながぐつをはいたねこ』 末吉 暁子 講談社 Eﾑﾗ 52009494

かたつむりの　ゆめ／
はちみつの　ゆめ

『のはらうた』① 工藤 直子 童話屋 911 52000305

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん』⑧
（パンダ）

ますい みつこ ポプラ社 480 52001334

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん』⑭
（キリン）

むらた こういち ポプラ社 480 52008785

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん』⑩
（ペンギン）

ますい みつこ ポプラ社 480 52001335

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん』⑪
（ゴリラ）

むらた こういち ポプラ社 480 52008832
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学年 巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『はるがきた』 ジーン=ジオン 文／こみや ゆう 訳 主婦の友社 E 12119479

『はるにあえたよ』 原 京子 ポプラ社 Eｱｵ 12124822

『あ、はるだね』
ジュリー=フォリアーノ 文／
金原 瑞人 訳

講談社 Eｷ 52009641

『はるをさがしに』 七尾 純 偕成社 468 52002892

『カムイチカプ』 藤村 久和 絵本塾出版 Eｱｶ 12118185

『さる と びっき』 武田 正 再話 福音館書店 Eｵﾚ 52009495

『さんまいのおふだ』 千葉 幹夫 小学館 Eｵﾚ 52009485

『鉢の木』 たかし よいち ポプラ社 Eｵﾚ 52002885

『一休さん』 杉山 亮 小学館 Eｱｶ 52002878

『ももたろう』 松居 直 福音館書店 Eｵﾚ 12113371

『吉四六さん』 寺村 輝夫 あかね書房 913 52002908

『うずらのかあさん』 ひらた えみこ 沖縄時事出版 ―
三芳町、
ふじみ野市

『チューリップ』 荒井 真紀 小学館 Eﾐﾄﾞ 52009102

『花のたね・木の実のちえ』②
（スミレとアリ）

多田 多恵子 監修 偕成社 471 52008784

『たねのずかん』 高森 登志夫 絵／古矢 一穂 文 福音館書店 471 12100678

『さかなは さかな』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 12076120

『コーネリアス』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 12097805

『じぶんだけの いろ』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 12097797

『ひとあし ひとあし』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 52002888

『フレデリック』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 12097792

『アレクサンダ と ぜんまいねずみ』 レオ=レオニ／谷川 俊太郎 訳 好学社 Eｷ 12076430

『クレヨンからのおねがい！』 ドリュー=デイウォルト 文／木坂 涼 訳 ほるぷ出版 Eｷ 52001527

『あまがえるりょこうしゃ』 松岡 たつひで 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 52000080

『どんぐりむらのほんやさん』 なかや みわ 学研プラス Eｱｶ 52009497

『ミリーのすてきなぼうし』 きたむら さとし BL出版 E 12115379

『わんぱくだんのひみつきち』 ゆきの ゆみこ・上野 与志 ひさかたチャイルド Eｱｶ 52009501

『ふしぎな キャンディーやさん』 みやにし たつや 金の星社 Eｱｶ 12110915

『動物園のひみつ』 森 由民 ＰＨＰ研究所 480 52008831

『めざせ！ 動物のお医者さん』 きむら ゆういち 講談社 649 52009000

『みんなわくわく水族館 』 竹嶋 徹夫 監修／池田 菜津美 文 新日本出版社 480 52002132

『ふたりは ともだち』 アーノルド=ローベル 作／三木 卓 訳 文化出版局 Eｷ 52002086

『ふたりは いっしょ』 アーノルド=ローベル 作／三木 卓 訳 文化出版局 Eｷ 52002087

『ふたりは いつも』 アーノルド=ローベル 作／三木 卓 訳 文化出版局 Eｷ 52002124

『ふたりは きょうも』 アーノルド=ローベル 作／三木 卓 訳 文化出版局 Eｷ 52002089

『すみれちゃんのあついなつ』 石井 睦美 偕成社 913 52002911

『クリスティーナと おおきな はこ』
パトリシア=リー=ゴーチ 作／
おびか ゆうこ 訳

偕成社 Eｷ 52008783

『とくべつな いちにち』
イヴォンヌ=ヤハテンベルフ 作／
野坂 悦子 訳

講談社 E 52008782

『せかいでいちばんママがすき』 あいはら ひろゆき 教育画劇 913 52008781

『みみずのたいそう』 市河 紀子 編 のら書店 911 52008780

『ぱぴぷぺぽっつん』 市河 紀子 編 のら書店 911 52008639

『世界の子どもの遊び』 寒川 恒夫 監修 ＰＨＰ研究所 384 52008778

『あそべる！ たのしい！ あやとり』 多田 千尋 監修 ナツメ社 798 52008779

『みんなであそぼう』 石井 英行 玉川大学出版部 781 52002904

『学校であそぼう!ゲームの達人』③
（運動場のあそび）

竹井 史郎 岩崎書店 781 52009073

『ラン パン パン』 マギー=ダフ 再話／山口 文生 訳 評論社 Eﾑﾗ 12122334

『チンパンジーとさかなどろぼう』 ジョン=キラカ 作／若林 ひとみ 訳 岩波書店 Eｷ 12097017

『王さまと九人のきょうだい』 君島 久子 岩波書店 Eﾑﾗ 52002799

『とらとほしがき』
パク=ジェヒョン 再話・絵／
おおたけ きよみ 訳

光村教育図書 E 52002803
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どきん 『どきん』 谷川 俊太郎 理論社 911 52004534

『うさぎのなぞなぞ屋』 さとう まきこ 教育画劇 913 52009071

『キツネのまいもん屋』 富安 陽子 新日本出版社 913 52009070

『あらしのよるに』 木村 裕一 講談社 Eｱｶ 52002875

『風の草原』（トガリ山のぼうけん①） いわむら かずお 理論社 913 52002907

『知ろう!遊ぼう!すてきな日本の伝統』①
（いろいろあそび）

― 教育画劇 382 52002699

『調べて、まとめて、コミュニケーション』⑤
（ことば遊び チャンレンジ20）

工藤 直子 監修 光村教育図書 810 12093830

『昔の子どものくらし事典』 本間 昇 監修 岩崎書店 384 52002721

『カモメがくれた三かくの海』 山下 明生 日本標準 913 12124899

『おばけ美術館へいらっしゃい』 柏葉 幸子 ポプラ社 913 52002906

『とくんとくん』 片山 令子 福音館書店 Eｱｶ 52008776

『どうぶつの ことば』
スティーブ=ジェンキンズ 作／
佐藤 見果夢 訳

評論社 Eﾐﾄﾞ 52008998

『バナナのはなし』 伊沢 尚子 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 12121197

 『恐竜』　（学研の図鑑LIVE） 真鍋 真 監修 学研プラス 457 52008774

 『植物』　（小学館の図鑑NEO） 門田 裕一 監修 小学館 470 52008773

 『動物』　（学研の図鑑LIVE） 今泉 忠明 監修 学研プラス 480 52008775

『さかなのかたち』 なかの ひろみ・まつざわ せいじ アリス館 487 12099733

『鳥の巣いろいろ』 鈴木 まもる 偕成社 Eﾐﾄﾞ 52003890

『生き物のちえ』①
（助けあう生き物の話）

今泉 忠明 監修／伊藤 年一 文 学研プラス 468 52009069

『ここにも、こけが…』 越智 典子 福音館書店 475 12118137

『ファーブル昆虫記』 J．H．ファーブル 作／伊藤 たかみ 文 ポプラ社 486 52008771

『塩の絵本』 たかなし ひろき 編 農山漁村文化協会 669 52002715

『巣づくりの名人 スズメバチ』 須田 貢正 六耀社 486 52008770

『とりになったきょうりゅうのはなし』 大島 英太郎 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 12118227

『たねのはなし』 ダイアナ=アストン 文／千葉 茂樹 訳 ほるぷ出版 E 12110793

『宇宙人っているの？』 長沼 毅 金の星社 E 52008768

『わたしと小鳥とすずと』 金子 みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911 52010166

『夕日がせなかをおしてくる』
（阪田寛夫童謡詩集）

阪田 寛夫 岩崎書店 911 52010567

『えんぴつびな』 長崎 源之助 金の星社 Eｱｶ 12089951

『かわいそうな ぞう』 つちや ゆきお 金の星社 Eｱｶ 12097671

『おかあさんの木』 大川 悦生 ポプラ社 913 12126330

『すがたをかえる食べもの』⑦
（魚がへんしん！）

香西 みどり 監修 学研プラス 619 52008765

『食べものはかせになろう！』②
（米・麦からつくる食べもの）

石谷 孝佑 監修 ポプラ社 619 52008829

『すがたをかえる食べものずかん』 石井 克枝 監修 あかね書房 619 52002992

『食べものはかせになろう！』⑤
（野菜・くだものからつくる食べもの ）

石谷 孝佑 監修 ポプラ社 619 52008764

『まんがで学ぶ 故事成語』 八木 章好 著／榊原 唯幸 まんが 国土社 814 52008763

『ことわざ絵本』①
　　　　　 　　 　　②

五味 太郎 岩崎書店 388
52008807
52008808

『小学生のまんがことわざ辞典』 金田一 春彦・金田一 秀穂 監修 学研プラス 814 52008761

『世界のむかしばなし』 瀬田 貞二 訳 のら書店 908 52002905

『りこうな子ども』 松岡 享子 編・訳 こぐま社 929ﾘ 52008760

『いたずらおばけ』 瀬田 貞二 再話 福音館書店 Eﾑﾗ 52008759

『天の火をぬすんだウサギ』
ジョアンナ=トゥロートン 作／
山口 文生 訳

評論社 Eﾑﾗ 52000159

 『ふしぎな銀の木』
シビル=ウェッタシンハ 再話・絵／
松岡 享子・市川 雅子 訳

福音館書店 Eﾑﾗ 52008758

『シンドバッドの冒険』 ルドミラ=ゼーマン 文・絵／脇 明子 訳 岩波書店 E 52002880

『くいしんぼうシマウマ』 ムウェニエ=ハディシ 文／草山 万兎 訳 西村書店 Eﾑﾗ 12083431

『かさぶたって どんなぶた』 小池 昌代 編 あかね書房 Eﾐﾄﾞ 12109036

『ことばあそびうた』 谷川 俊太郎 福音館書店 911 52008756

『なぜ？ どうして？ 科学のお話』（3年生） 大山 光晴 総合監修 学研プラス 404 52009148

『まちぼうけの生態学』 遠藤 知二 福音館書店 485 52008828

『むしこぶ みつけた』 新開 孝 ポプラ社 486 52008757

『ソメコとオニ』 斎藤 隆介 岩崎書店 Eｱｶ 52008755

『 花さき山』 斎藤 隆介 岩崎書店 Eｱｶ 52002689

『半日村』 斎藤 隆介 岩崎書店 E 52002691

詩のくふうを楽しもう

ありの行列
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学年 巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

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

911 52008638

『車のいろは空のいろ』①
(白いぼうし）

あまん きみこ ポプラ社 913 12103287

『車のいろは空のいろ』②
（春のお客さん）

あまん きみこ ポプラ社 913 52002734

『車のいろは空のいろ』③
（星のタクシー）

あまん きみこ ポプラ社 913 52002718

『ルドルフとイッパイアッテナ』 斉藤 洋 講談社 913 52003237

『ルドルフ ともだち ひとりだち』 斉藤 洋 講談社 913 52008753

『ふしぎな木の実の料理法』
(こそあどの森の物語①)

岡田 淳 理論社 913 52008752

『あかりの木の魔法』
(こそあどの森の物語⑨)

岡田 淳 理論社 913 52008826

『絵くんとことばくん』 天野 祐吉 福音館書店 727 52002064

『NHK伝える極意』④
（達人に学ぶコミュニケーション ）

NHK「伝える極意」制作班 編 汐文社 361 52008825

『世界を変えるデザインの力』② ナガオカ ケンメイ 監修 教育画劇 757 52008999

『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 Eｷ 12113181

『オットー』 トミー=ウンゲラー 作／鏡 哲生 訳 評論社 E 52002683

『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 E 52003224

『かき氷』 細島 雅代 写真／伊地知 英信 文 岩崎書店 588 12130283

『「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 538 52008750

『手で食べる？』 森枝 卓士 福音館書店 596 12099709

『あなたの声がききたい』 岸川 悦子 佼成出版社 369 52008747

『 やんちゃ子グマがやってきた！』 あんず ゆき フレーベル館 489 12117903

『ランドセルは海を越えて』 内堀 タケシ ポプラ社 376 52008643

『ゾウの森とポテトチップス』 横塚 眞己人 そうえん社 Eﾐﾄﾞ 12126490

『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 801 52008746

『 葛飾北斎』 芝田 勝茂 あかね書房 721 52008744

忘れもの／ぼくは川 『元気がでる詩４年生』 伊藤 英治 編 理論社 911 12088603

『手ぶくろを買いに』 新美 南吉 偕成社 E 12029887

『がちょうのたんじょうび』 新美 南吉 小峰書店 913 52003319

『木の祭り』 新美 南吉 にっけん教育出版社 Eｵﾚ 12091202

『でんでんむしのかなしみ』 新美 南吉 新樹社 E 52003272

『 伝統工芸』
(ポプラディア情報館)

財団法人伝統的工芸品産業振興協会
監修

ポプラ社 750 52008743

『自然の材料と昔の道具』①
（竹でつくる）

深光 富士男 さ･え･ら書房 383 52008996

『日本の伝統工芸』 竹永 絵里 画 河出書房新社 750 52008742

『調べてみよう!日本の職人伝統のワザ』⑥
（「工芸」の職人）

― 学研プラス 502 52003024

『雨やどりはすべり台の下で』 岡田 淳 偕成社 913 52002730

『雨ふる本屋』 日向 理恵子 童心社 913 12112590

『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 933ｴ 52002719

『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 Eﾐﾄﾞ 12110783

『ノラネコの研究』 伊沢 雅子 福音館書店 489 12073197

『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 Eﾐﾄﾞ 52008741

『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 Eｷ 52008739

『花豆の煮えるまで』 安房 直子 偕成社 913 12115047

『空とぶライオン』 佐野 洋子 講談社 Eｱｶ 52009066

事実にもとづいて
書かれた本を読もう

初雪のふる日

4

上

白いぼうし

アップとルーズで伝える

一つの花

下

ごんぎつね

世界にほこる和紙

プラタナスの木

ウナギのなぞを追って



学年 巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

かんがえるのって
おもしろい

『すき』 谷川 俊太郎 理論社 911 52008738

『ホームランを打ったことのない君に』 長谷川 集平 理論社 Eｱｶ 12132378

『天のシーソー』 安東 みきえ 理論社 913 52003946

『１２月の夏休み』 川端 裕人 偕成社 913 12124515

『霧のむこうのふしぎな町』 柏葉 幸子 講談社 913 52000556

『ウマ大図鑑』 日本ウマ科学会 監修 ＰＨＰ研究所 645 52008736

『生き物を育成する仕事』 ヴィットインターナショナル企画室 編 ほるぷ出版 646 52010611

『絵でわかる 馬の本』
Ｅ=ボーモン・Ｍ=Ｒ=ピモン・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 645 52008823

『馬と少年』（ナルニア国ものがたり⑤） Ｃ.Ｓ.ルイス 作／瀬田 貞二 訳 岩波書店 933ﾙ 52000644

 『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 031 12117851

『世界のあいさつことば学』 稲葉 茂勝 今人舎 801 52008734

『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 382 52008733

『川をのぼって森の中へ』 今森 光彦 偕成社 292 52008995

『神様の階段』 今森 光彦 偕成社 616 52008730

『獣の奏者』①
　　　　　　 　②

上橋 菜穂子 講談社
913
913

52008912
52009473

『あのころ』 さくら ももこ 集英社 914 52010483

『まるむし帳』 さくら ももこ 集英社 911 52010164

『くちぶえ番長』 重松 清 新潮社 913 52010138

『小学五年生』 重松 清 文藝春秋 913 52010121

『さすらい猫 ノアの伝説』 重松 清 講談社 913 12118451

『おじいちゃんの大切な一日』 重松 清 幻冬舎 913 52009503

『きみの町で』 重松 清 朝日出版社 913 52010570

『希望の地図』（3.11から始まる物語） 重松 清 幻冬舎 913 52010569

『また次の春へ』 重松 清 文藝春秋 913 52010490

『重松清』 重松 清 文藝春秋 913 12108642

『八月の光』 朽木 祥 小学館 913 52008687

『茶畑のジャヤ』 中川 なをみ 鈴木出版 913 52008685

『彼の手は語りつぐ』 パトリシア=ポラッコ／千葉 茂樹 訳 あすなろ書房 E 52008684

『朝日ジュニア学習年鑑』2020 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 059 52009492

『調べる学習子ども年鑑』2019 朝日小学生新聞 監修 岩崎書店 304 52007815

『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 031 52008682

『ワールド・ウォッチ』 こどもくらぶ 訳 丸善出版 350 52008681

『日本のすがた 』2019 矢野恒太記念会 編集・発行 矢野恒太記念会 351 52008668

『現代用語の基礎知識 学習版』2018 現代用語検定協会 監修 自由国民社 031 52004624

『じゅげむ』 川端 誠 クレヨンハウス E 52002146

『まんじゅうこわい』 川端 誠 クレヨンハウス E 52004791

『はつてんじん』 川端 誠 クレヨンハウス E 52008680

『円周率の謎を追う 』 鳴海 風 くもん出版 289 52002630

『六千人の命を救え!外交官・杉原千畝』 白石 仁章 ＰＨＰ研究所 289 52008677

『樋口一葉』 真鍋 和子 講談社 910 12125019

『自由のたびびと 南方熊楠』 三田村 信行 ＰＨＰ研究所 289 52002697

『マザー・テレサ』 沖 守弘 講談社 198 52008675

『 スティーブ・ジョブズ』
パム=ポラック・メグ=ベルヴィソ 著／
伊藤 菜摘子 訳

ポプラ社 289 52008673

『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 フレーベル館 726 52008821

『やなせたかし』 中野 晴行 あかね書房 726 52008671

『やなせたかし おとうとものがたり』 やなせたかし フレーベル館 ― 県立久喜

『何のために生まれてきたの？ 』 やなせたかし ＰＨＰ研究所 726 52010571

『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 361 52008670

『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 少年写真新聞社 361 52008669

『池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラ
シー 』①

池上 彰 監修 学研プラス 361 52008913

『片耳の大シカ』 椋 鳩十 偕成社 913 12125008

『鹿よ おれの兄弟よ』 神沢 利子 福音館書店 E 12102625

『少年動物誌』 河合 雅雄 福音館書店 913 52008819

図書館を使いこなそう

固有種が教えてくれること

たずねびと

言葉の意味が分かること

作家で広げる
わたしたちの読書
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グラフや表を用いて書こう

やなせたかし―
アンパンマンの勇気

大造じいさんとガン

なまえつけてよ

古典芸能の世界―
語りで伝える

想像力のスイッチを
入れよう



学年 巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

春の河／小景異情 『おーい ぽぽんた』
茨木 のり子・大岡 信・川崎 洋・岸田
衿子・谷川 俊太郎 編集委員

福音館書店 911 12084982

『なみだの穴』 まはら 三桃 小峰書店 913 52008992

『糸子の体重計』 いとう みく 童心社 913 52008666

『流れ星キャンプ』 嘉成 晴香 あかね書房 913 52008691

『時間の大研究』 池内 了 監修 ＰＨＰ研究所 421 52002701

『元気な脳が君たちの未来をひらく』 川島 隆太 くもん出版 498 52002708

『 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 112 52008665

『バッテリー』①
　　　　　　　　②
　　　　　　　　③
　　　　　　　　④

あさの あつこ 教育画劇 913

52002514
52002535
52002536
52002537

『風をつかまえたウィリアム』
ウィリアム=カムクワンバ・ブライアン=
ミーラー 文／さくま ゆみこ 訳

さ･え･ら書房 E 52008664

『あきらめないこと、それが冒険だ』 野口 健 学研 786 12107826

『五感の力でバリアをこえる』 成松 一郎 大日本図書 369 12113895

『義足でかがやく』 城島 充 講談社 494 52008662

『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／
ささき たづこ 訳

あかね書房 E 52003896

『アハメドくんの いのちのリレー』 鎌田 實／ピーター=バラカン 英訳 集英社 227 52010572

『ヒロシマ ８月６日、少年の見た空』 井上 こみち 学研プラス ― 県立久喜

『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 289 52008818

『森へ』 星野 道夫 福音館書店 295 52002059

『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 504 52004541

『ここで土になる』 大西 暢夫 アリス館 291 52009059

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）

萩原 昌好 編 あすなろ書房 911 52008817

『赤い蝋燭と人魚』 小川 未明 偕成社 Eｵﾚ 52008659

『ビワの実』 坪田 譲治 小峰書店 913 52008990

『ひとつのねがい』 はまだ ひろすけ 理論社 913 52008657

『二十四の瞳』 壺井 栄 講談社 913 52008194

『10か国語でニッポン紹介』③
（国際交流を応援する本）

パトリック=ハーラン（パックン） 英語指
導／こどもくらぶ 編

岩崎書店 801 52008656

『花火の大図鑑』 日本煙火協会 監修／泉谷 玄作 写真 ＰＨＰ研究所 575 52008815

『世界遺産になった食文化』⑧
（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 383 52008988

『子どもに伝えたい和の技術 』⑥
（和楽器）

和の技術を知る会 文溪堂 502 52008654

『道成寺』 片山 清司 ＢＬ出版 Eｵﾚ 52008652

『かたつむり』 内田 麟太郎 ポプラ社 Eｵﾚ 52008650

『元気がでる詩６年生』 伊藤 英治 編 理論社 911 12088648

『子どもへの詩の花束』
武鹿 悦子・新川 和江・野呂 昶・吉田
定一・左子 真由美 編集委員

竹林館 911 52009057

『地球環境から学ぼう！ 私たちの未来 』③
（日本の問題・世界の問題）

塩瀬 治 編 星の環会 519 52008689

『瑠璃色の星 』 山崎 直子 世界文化社 ― 県立久喜

『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 502 52008648

『西の魔女が死んだ』 梨木 香歩 新潮社 913 52010119

『チェロの木』 いせ ひでこ 偕成社 E 52008986

『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 作／ゆあさ ふみえ 訳

偕成社 E 52008985

『鳥獣戯画』を読む

古典芸能の世界―
演じて伝える

海の命
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時計の時間と心の時間

詩を朗読して
しょうかいしよう

メディアと人間社会／大
切な人と深くつながるため
に

帰り道

私と本

やまなし／
イーハトーヴの夢


