
学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ』 ジャーヴィス 作／青山 南 訳 ＢＬ出版 Eｷ 12131680

『たんたのたんけん』 中川 李枝子 学研プラス 913 52000559

『うまれたよ！ ダンゴムシ』
皆越 ようせい 写真／
小杉 みのり 構成・文

岩崎書店 E 52008969

『イソギンチャクの ふしぎ』 楚山 いさむ ポプラ社 483 52008970

『ウラパン・オコサ』(かずあそび ) 谷川 晃一 童心社 Eﾐﾄﾞ 52001101

『つりばしゆらゆら』 もりやま みやこ あかね書房 913 52008973

『へんてこもりに いこうよ』 たかどの ほうこ 偕成社 913 12114452

『ちっちゃな サリーは みていたよ』
ジャスティン=ロバーツ 文／
中井 はるの 訳

岩崎書店 Eｷ 52008975

『ハリーと うたう おとなりさん』 ジーン=ジオン 文／小宮 由 訳 大日本図書 933ｼﾞ 52009010

『アリから みると』 桑原 隆一 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 52003261

令和2年7月10日作成

令和2年度　光村図書　小学校教科書「国語」
巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧
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学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『かえるをのんだ ととさん』 日野 十成 再話 福音館書店 Eｵﾚ 12119410

『おおきな きが ほしい』 佐藤 さとる 偕成社 Eｱｶ 12114389

『けんかのきもち』 柴田 愛子 ポプラ社 Eｱｶ 12129374

『テスの木』
ジェス=Ｍ=ブロウヤー 文／
なかがわ ちひろ 訳

主婦の友社 Eｷ 52003889

『はじめてのキャンプ』 林 明子 福音館書店 913 52000495

『しっぱいに かんぱい！』 宮川 ひろ 童心社 913 52008968

『ガラスのうま』 征矢 清 偕成社 913 52008967

『ありのフェルダ』 オンドジェイ=セコラ 作・絵／関沢 明子 訳 福音館書店 989ｾ 52010502

『さかなのたまご』 内山 りゅう ポプラ社 487 52008965

『てのひら かいじゅう』 松橋 利光 そうえん社 487 12115146

『やさいはいきている』 藤田 智 監修／岩間 史朗 写真 ひさかたチャイルド 626 52008964

『こんな しっぽで なに するの？』
スティーブ=ジェンキンズ・ロビン=ペイジ 共
作／佐藤 見果夢 訳

評論社 Eﾐﾄﾞ 12107005

『ライフタイム 』
（いきものたちの一生と数字）

ローラ=M=シェーファー 文／福岡 伸一 訳 ポプラ社 Eﾐﾄﾞ 52008963

『さとうと しお』 精糖工業会、日本塩工業会 監修 ひさかたチャイルド 588 52008962

『単位がわかる リットルのえほん』 オフィス３０３ 編 ほるぷ出版 E 52008960

『かげ』 立花 愛子 指導 フレーベル館 Eﾐﾄﾞ 12115836

『へいわって どんなこと？』 浜田 桂子 童心社 Eﾐﾄﾞ 52008959

『ことばのこばこ』 和田 誠 瑞雲舎 E 52008642

『なぞなぞのみせ』 石津 ちひろ 偕成社 Eﾐﾄﾞ 52002082

『あいうえおのうた』 中川 ひろたか のら書店 911 12097647

『番ねずみのヤカちゃん』 リチャード=ウィルバー 作／松岡 享子 訳 福音館書店 933ｳ 52000501

『森おばけ』 中川 李枝子 福音館書店 913 52008958

『さっちゃんのまほうのて』
たばた せいいち・先天性四肢障害児父母
の会・のべ あきこ・しざわ さよこ 共同制作

偕成社 Eｱｶ 12114449

『ばあばは、だいじょうぶ』 楠 章子 童心社 Eｱｶ 12132020

『てぶくろが いっぱい』 フローレンス=スロボドキン 文／三原 泉 訳 偕成社 Eｱｵ 12112450

『なんでももってる（？）男の子』 イアン=ホワイブラウ 作／石垣 賀子 訳 徳間書店 933ﾎ 52008957

『かわいいこねこをもらってください』 なりゆき わかこ ポプラ社 913 12109741

『ふゆめがっしょうだん』 長 新太 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 52000168

『はがぬけたらどうするの？』 セルビー=ビーラー 文／こだま ともこ 訳 フレーベル館 387 52002159

『がんばれ！ 名犬チロリ』 おおき とおる 岩崎書店 645 52008956

『子どもが安全にくらすために読む絵本』①
（わるいのは じてんしゃ？）

タナカ ヒロシ ベースボール・マガジン社 369 52009122

『りんごかもしれない』 ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 Eｱｶ 52008954

『もしも宇宙でくらしたら』 山本 省三 ＷＡＶＥ出版 538 52008953

『わたり鳥』 鈴木 まもる 童心社 Eﾐﾄﾞ 52008952

『わたしたちのたねまき』
キャスリン=O=ガルブレイス 作／
梨木 香歩 訳

のら書店 E 52005186

『えほん七十二候』 白井 明大 講談社 Eﾐﾄﾞ 52008951

『森のおしゃべり』 たに けいこ てらいんく 911 52009101
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学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『どんなかんじかなあ』 中山 千夏 自由国民社 Eﾐﾄﾞ 12101990

『ココロ屋』 梨屋 アリエ 文研出版 913 12122847

『島ひきおに 』 山下 明生 偕成社 Eｵﾚ 52003887

『としょかんライオン』 ミシェル=ヌードセン 作／福本 友美子 訳 岩崎書店 E 12121984

『１００円たんけん』 中川 ひろたか くもん出版 Eﾐﾄﾞ 52008949

『いのちのいれもの』 小菅 正夫 サンマーク出版 Eﾐﾄﾞ 52009120

『ドングリ山のやまんばあさん』 富安 陽子 理論社 913 52003235

『どうぶつがっこう』 トビイ ルツ ＰＨＰ研究所 913 52008948

『こころのふしぎ たんけんえほん』 平木 典子 監修 ＰＨＰ研究所 140 52008946

『ラポラポラ 』 ふくだ ゆきひろ そうえん社 E 12113205

『むし歯のもんだい』 北川原 健・柳生 弦一郎 福音館書店 497 12075370

『一生の図鑑』 ― 学研プラス 460 52009009

『糸あそび 布あそび』 田村 寿美恵 福音館書店 594 12079018

『数え方のえほん』 髙野 紀子 あすなろ書房 815 52008945

『小学館こども大百科』（キッズペディア） ― 小学館 031 52009007

『たまごのはなし』 ダイアナ=アストン 文／千葉 茂樹 訳 ほるぷ出版 E 52000881

『しごとば』（もっと） 鈴木 のりたけ ブロンズ新社 366 52008944

『ともだち』 谷川 俊太郎 玉川大学出版部 Eﾐﾄﾞ 52000211

『ぞうのミミカキ』 まど・みちお 理論社 911 52010167

『あるひ あひるが あるいていると』 二宮 由紀子 理論社 913 52002179

『わすれられない おくりもの』 スーザン=バーレイ 作／小川 仁央 訳 評論社 Eｷ 12132386

『 ひまなこなべ』（アイヌのむかしばなし） 萱野 茂 あすなろ書房 Eﾑﾗ 52008942

『おにぼう』 くすのき しげのり ＰＨＰ研究所 913 52009099

『火曜日のごちそうはヒキガエル』 ラッセル=E=エリクソン 作／佐藤 凉子 訳 評論社 933ｴ 52002603

『かあちゃん取扱説明書』 いとう みく 童心社 913 52008941

『読書マラソン、チャンピオンはだれ？』 クラウディア=ミルズ 作／若林 千鶴 訳 文溪堂 933ミ 52008934

『キュッパのはくぶつかん』
オーシル=カンスタ=ヨンセン 作／
ひだに れいこ 訳

福音館書店 E 52008935

『たのしく読める世界のすごい歴史人物伝』 伊藤 純郎 監修 高橋書店 280 52008937

『干し柿』 西村 豊 あかね書房 Eﾐﾄﾞ 12120072

『生き物たちの冬ごし図鑑 昆虫』 星 輝行 汐文社 486 52008939

『ふくはなにからできてるの？』 佐藤 哲也 福音館書店 E 52008940

『ダンゴウオの海』 鍵井 靖章 フレーベル館 Eﾐﾄﾞ 52008931

『ロゼットのたんけん』（ぼくの自然観察記 ） おくやま ひさし 少年写真新聞社 470 52008932

『おいしい根っこ』
中野 明正 編著／根研究学会 協力／
小泉 光久 文

大月書店 471 52008933

『これってどうちがうの！？ 』①
（ 身近なもののちがい）

深谷 圭助 監修 フレーベル館 031 52009119

『カタカナ ダイボウケン』 宮下 すずか 偕成社 913 52002170

『十二支のことわざえほん』 高畠 純 教育画劇 Eｱｵ 52008930
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学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『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 Eｷ 52003218

『１つぶのおこめ』 デミ 作／さくま ゆみこ 訳 光村教育図書 Eﾐﾄﾞ 52003227

『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 949ｽ 12090241

『ニレの木広場のモモモ館』 高楼 方子 ポプラ社 913 52009006

『外郎売』 長野 ヒデ子 絵／齋藤 孝 編 ほるぷ出版 Eﾐﾄﾞ 52008928

『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 933ｶﾞ 52001988

『口で歩く』 丘 修三 小峰書店 913 12082742

『怪盗ブラックの宝物』 那須 正幹 福音館書店 913 52003932

『決定版！ 富士山まるごと大百科』 佐野 充 監修 学研プラス 291 12127635

『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 491 52009116

『心を育てる みんなのぎもん』②
（友達のぎもん）

東風 安生 監修 学研プラス 159 52008926

『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 291 52008924

『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 145 52002696

『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 Eﾐﾄﾞ 52008922

『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 500 52003863

『どっちがどっち！？』（にたものずかん ） 今泉 忠明 監修／高岡 昌江 文 学研プラス 481 52004276

『石の中のうずまき アンモナイト』 三輪 一雄 福音館書店 457 52008921

『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 911 52008920

『どうぶつ句会』 あべ 弘士 学研プラス 913 12093390

『教室はまちがうところだ』 蒔田 晋治 子どもの未来社 Eﾐﾄﾞ 12115350

『ぶす』（狂言えほん ） 内田 麟太郎 ポプラ社 Eｵﾚ 12108585

『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 943ﾌﾟ 12100993

『窓ぎわのトットちゃん』①
　　　　　 　　  　　 　　  　②

黒柳 徹子 講談社 914
52002815
52002816

『リターン！』 山口 理 文研出版 913 52008918

『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 933ｸ 12101319

『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 979ｶﾞ 52009115

『つるばら村のパン屋さん』 茂市 久美子 講談社 913 52008916

『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 649 52008915

『冬眠のひみつ』 近藤 宣昭 監修 ＰＨＰ研究所 481 52008914

『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 Eﾐﾄﾞ 12116171

『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 あかね書房 726 52009097

『それ日本と逆!?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 382 52009038

『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 410 52009005

『明日をつくる十歳のきみへ』 日野原 重明 冨山房インターナショナル 159 52008889

『日食・月食のひみつ』 関口 シュン 子どもの未来社 E 52009094

『写真でわかる慣用句辞典』 ― 学研プラス 814 52003916

『ピカピカ俳句』 齋藤 孝 パイ インターナショナル 911 52010501
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学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『アンジュール』 ガブリエル=バンサン ＢＬ出版 Eｷ 52003849

『21世紀版少年少女古典文学館』㉓
（江戸の笑い）

興津 要 講談社 918 52004697

『木を植えた男』 ジャン=ジオノ 原作／寺岡 襄 訳 あすなろ書房 Eｷ 12089968

『わたしも水着をきてみたい』 オーサ=ストルク 作／きただい えりこ 訳 さ・え・ら書房 949ｽ 52008886

『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・松本 聰美・おおやなぎ ち
か・森川 成美

さ・え・ら書房 913 52008887

『パンプキン！』 （模擬原爆の夏） 令丈 ヒロ子 講談社 913 52008885

『西遊記』 ㊤（悟空誕生の巻） 渡辺 仙州 編訳 偕成社 923ｺﾞ 52008884

『二分間の冒険』 岡田 淳 偕成社 913 52008883

『ぼくの、ひかり色の絵の具』 西村 すぐり ポプラ社 913 52009093

『みどりのゆび』 モーリス=ドリュオン 作／安東 次男 訳 岩波書店 953ﾄﾞ 52002432

『ビーバー族のしるし』
エリザベス=ジョージ=スピア 作／
こだま ともこ 訳

あすなろ書房 933ｽ 52008882

『べんり屋、寺岡の夏。』 中山 聖子 文研出版 913 52009091

『ぼくたちのリアル』 戸森 しるこ 講談社 913 52004095

『兵士になったクマ ヴォイテク』 ビビ=デュモン=タック 著／長野 徹 訳 汐文社 209 52008881

『飛ぶ教室』 エーリヒ=ケストナー 作／池田 香代子 訳 岩波書店 943ｹ 52008399

『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

岩波書店 Eﾐﾄﾞ 52001946

『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 519 12125131

『北極熊 ナヌーク』 ニコラ=デイビス 文／松田 素子 訳 ＢＬ出版 Eﾐﾄﾞ 52003857

『みみずのカーロ 』 今泉 みね子 合同出版 375 52003906

『みんなで考える 小学生のマナー
 社会のルールがわかる本』

一般社団法人ジュニアマナーズ協会 著／
田中 ゆり子 監修

メイツ出版 385 52008878

『みんなの命と生活をささえるインフラって
なに？』 ③（通信）

こどもくらぶ 編 筑摩書房 510 52008876

『お米ができるまで』 岩貞 るみこ 講談社 616 52009089

『本のことがわかる本』①
　　　　　　　　　　　　　   ②
　　　　　　　　　　　　　   ③

能勢 仁 監修／稲葉 茂勝 文 ミネルヴァ書房 020
12130217
12130347
12130472

『考えよう!やってみよう!フェアトレード』①
（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 678 52009088

『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 780 52009003

『小学生でもわかるお金にまつわるそもそ
も事典』

吹田 朝子・合田 菜実子・水野 圭子・峯村
創一

シーアンドアール研究所 337 52010488

『１００年後の水を守る』 橋本 淳司 文研出版 517 52008869

『車いすはともだち』 城島 充 講談社 536 52008867

『おいしく たべる』 松本 仲子 監修 朝日新聞出版 498 52009084

『かぶきわらし』 庄司 三智子 河出書房新社 Eﾐﾄﾞ 52008866

『天気のふしぎえほん』 斉田 季実治 監修 ＰＨＰ研究所 451 52008865

『地球の声に耳をすませて』 大木 聖子 くもん出版 453 52003859

『日本にしかいない生き物図鑑』 今泉 忠明 監修 ＰＨＰ研究所 482 52009086

『本を読むわたし』 華恵 筑摩書房 914 52010573

『俳句はいかが』 五味 太郎 岩崎書店 911 12055082

『思いちがいの言葉』 山口 理 偕成社 814 52008871

『季節のことば』 中村 和弘 監修 岩崎書店 911 52008872

『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 911 52008874

5



学年 巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元 請求記号 資料コード

『冒険者たち 』 斎藤 惇夫 岩波書店 913 52002633

『ぼくらの先生！』 はやみね かおる 講談社 913 52003953

『盆まねき』 富安 陽子 偕成社 913 52006679

『トムは真夜中の庭で』 フィリパ=ピアス 作／高杉 一郎 訳 岩波書店 933ﾋﾟ 52002429

『ヨーンじいちゃん』
ペーター=ヘルトリング 作／
上田 真而子 訳

偕成社 943ﾍ 12021854

『ルリユールおじさん』 いせ ひでこ 講談社 Eｱｶ 52008837

『モギ ちいさな焼きもの師』 リンダー=スー=パーク／片岡 しのぶ 訳 あすなろ書房 933ﾊﾟ 12096791

『夏の庭』（The Friends） 湯本 香樹実 新潮社 913 52010484

『漂泊の王の伝説』 ラウラ=ガジェゴ=ガルシア／松下 直弘 訳 偕成社 963ｶﾞ 52009001

『ハッピーノート』 草野 たき 福音館書店 913 52008863

『両親をしつけよう！』 ピート=ジョンソン 作／岡本 浜江 訳 文研出版 933ｼﾞ 52009083

『夏のとびら』 泉 啓子 あかね書房 913 52009082

『リバウンド』 E=ウォルターズ 作／小梨 直 訳 福音館書店 933ｳ 52008862

『今昔物語集』 令丈 ヒロ子 著 岩崎書店 913 52008861

『トモ、ぼくは元気です』 香坂 直 講談社 913 52009131

『世界を動かした塩の物語』 マーク=カーランスキー 作／遠藤 育枝 訳 ＢＬ出版 669 12114576

『世界一おいしい火山の本』 林 信太郎 小峰書店 453 12107829

『0.1ミリのタイムマシン 』 須藤 斎 くもん出版 457 52003908

『教科書に出てくる歴史人物・文化遺産』 ⑥
（江戸時代（後期）・幕末）

鎌田 和宏 監修 学研プラス 210 県立久喜

『シリーズ・「変わる!キャリア教育」』①
（学校にいくのは、なんのため？）

長田 徹 監修／稲葉 茂勝 著 ミネルヴァ書房 375 52008858

『きちんと知ろう!アレルギー』
①（アレルギーってなに？）
②（食物アレルギーとアナフィラキシー）
③（ぜんそく・アトピー・花粉症）

海老澤 元宏 監修／坂上 博 著 ミネルヴァ書房 493
52002859
52003084
52003687

『キュビスムって、なんだろう？』 ケイト=リッグス 編 六耀社 702 52008856

『アンネのバラ』 國森 康弘 講談社 289 12129949

『月はぼくらの宇宙港』 佐伯 和人 新日本出版社 538 52009080

『音楽をもっと好きになる本 』③
（音楽家に親しむ）

松下 奈緒 ナビゲーター／
ひの まどか 執筆・監修

学研プラス 760 52008855

『ネルソン・マンデラ』（自由へのたたかい）
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 52008853

『鉄は魔法つかい』 畠山 重篤 小学館 452 52008850

『池上彰の ニュースに登場する世界の環
境問題』 ⑩ （エネルギー）

池上 彰 監修 さ・え・ら書房 519 52008848

『暑さとくらし』 宿谷 昌則 監修／鈴木 信恵 著 ほるぷ出版 498 52008846

『もしも日本人がみんな米つぶだったら』 山口 タオ 講談社 Eﾐﾄﾞ 52003897

『深海大探検！』
ワン・ステップ 編／
海洋研究開発機構 協力

ＰＨＰ研究所 558 52008844

『えほん 日本国憲法』 野村 まり子 絵・文／笹沼 弘志 監修 明石書店 323 52009077

『よくわかるネット依存』 遠藤 美季 監修 ＰＨＰ研究所 547 52008842

『考える練習をしよう』 マリリン=バーンズ 著／左京 久代 訳 晶文社 141 52003900

『いのる』 長倉 洋海 アリス館 748 52008851

『地球へのピクニック』 谷川 俊太郎 銀の鈴社 911 52009079

『声に出そう はじめての漢詩』①
（自然のうた）

全国漢文教育学会 編著 汐文社 921ｺ 52008841

『サキサキ』（オノマトペの短歌） 穂村 弘 編 岩崎書店 911 52003920
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