
学年 教材 作品名 作者・訳者等 発行元 請求記号 資料コード

『こぶたはなこさんのおべんとう』 工藤 直子 童話屋 Eﾋﾟﾝ 52002145

『かぜのこもりうた』 工藤 直子 童話屋 Eﾋﾟﾝ 52002140

「くじらぐも」
（『くじらぐもからチックタックまで』p8）

中川 李枝子 フロネーシス桜蔭社 908.3 11193128

『ぐりとぐら』 中川 李枝子 福音館書店 Eｱｶ 12105129

『せかい いち おおきな うち』 レオ=レオニ 好学社 Eｷ 52004547

『あいうえおの き』 レオ=レオニ 好学社 Eｷ 52008813

『ぼくネコになる』 きたむら さとし 小峰書店 E 52004549

『わたしのゆたんぽ』 きたむら さとし 偕成社 Eｱｶ 52004551

『ふくろうくん』 アーノルド=ローベル 文化出版局 Eｷ 52002564

『どろんこ こぶた』 アーノルド=ローベル 文化出版局 Eｷ 12095638

『なんげえはなしっこしかへがな』 北 彰介 ＢＬ出版 E 52007089

『へえ六がんばる』 北 彰介 岩崎書店 ―
本庄市、
深谷市他

『わたしちゃん』 石井 睦美 小峰書店 913 52008983

『つくえの下のとおい国』 石井 睦美 講談社 913 52005226

『長くつ下のピッピ』 大塚 勇三 岩波書店 949ﾘ 12078870

『小さなスプーンおばさん』 大塚 勇三 学研プラス 949ﾌﾟ 12072594

『かばくん』 岸田 衿子 福音館書店 Eｱｶ 12111687

『かえって きた きつね』 岸田 衿子 講談社 ―
熊谷市、
本庄市他

『森のお店やさん』 林原 玉枝 アリス館 913 12113202

『ふしぎやさん』 林原 玉枝 アリス館 913 52002539

『せなか町から、ずっと』 斉藤 倫 福音館書店 913 52001055

『とうだい』 斉藤 倫 福音館書店 Eｱｶ 52001672

鳥になった
きょうりゅうの話

『羽毛恐竜』 大島 英太郎 福音館書店 457 52006105

『のはらうた』 工藤 直子 童話屋 911 12072614

『ともだちは海のにおい』 工藤 直子 理論社 913 12098247

『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

『おにたのぼうし』 あまん きみこ ポプラ社 Eｱｵ 12103306

『へらない稲たば』 李 錦玉 岩崎書店 Eﾑﾗ 12090076

「おばけのトケビはわすれんぼう」
（『李錦玉・朝鮮のむかし話』①p18）

李 錦玉 少年写真新聞社 929ﾘ 12115507

『ベロ出しチョンマ』 斎藤 隆介 理論社 913 52004563

『ユとムとヒ』 斎藤 隆介 岩崎書店 Eｱｶ 52004561

『ひつじぐものむこうに』 あまん きみこ 文研出版 E 12103377

『ちいちゃんのかげおくり』 あまん きみこ あかね書房 Eｱｶ 12080045

『さくら子とおじいさん』 今西 祐行 あかね書房 913 52004643

『ヒロシマの歌』 今西 祐行 岩崎書店 913 12087522

『おじいさんのランプ』 新美 南吉 岩崎書店 913 52004571

『花のき村と盗人たち』 新美 南吉 小峰書店 913 52004569

『岳物語』 椎名 誠 集英社 913 52010213

『大きな約束』 椎名 誠 集英社 913 52010219

『風と木の歌』 安房 直子 偕成社 913 52004567

『遠い野ばらの村』 安房 直子 偕成社 913 52004565

4

白いぼうし

一つの花

ごんぎつね

プラタナスの木

初雪のふる日

3

きつつきの商売

まいごのかぎ

ちいちゃんのかげおくり

三年とうげ

モチモチの木

とかげとぞう

令和2年度　光村図書　小学校教科書「国語」
作者・筆者紹介に掲載した図書一覧

2

ふきのとう

いなばの　白うさぎ

スイミー

ミリーのすてきなぼうし

お手紙

わたしはおねえさん

スーホの白い馬

ジオジオのかんむり

せかい一の話

令和2年8月16日作成
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『のろのろひつじとせかせかひつじ』 蜂飼 耳 理論社 913 52004496

『うきわねこ』 蜂飼 耳 ブロンズ新社 Eｱｶ 52004498

『きみの友だち』 重松 清 新潮社 913 52010554

『娘に語るお父さんの歴史』 重松 清 新潮社 913 52010512

『光のうつしえ』 朽木 祥 講談社 913 52008647

『風の靴』 朽木 祥 講談社 913 12126660

固有種が教えてくれること 『ざんねんないきもの事典』㊣ 今泉 忠明 監修 高橋書店 480 52009239

『マヤの一生』 椋 鳩十 大日本図書 913 52003467

「月の輪グマ」
（『片耳の大シカ』p51）

椋 鳩十 偕成社 913 12125008

『ふたつの家のちえ子』 今村 葦子 評論社 913 52008984

『なきむし』 今村 葦子 文研出版 913 12082179

『ＤＩＶＥ！！』㊤
　　　　　 　 　 ㊦

森 絵都 KADOKAWA 913
52010563
52010564

『クラスメイツ』前期
                    後期

森 絵都 偕成社 913
52010549
52010550

『グリズリー』 星野 道夫 平凡社 489 52010196

『アラスカたんけん記』 星野 道夫 福音館書店 295 12069301

『教師 宮沢賢治のしごと』 畑山 博 小学館 910 52010536

『ひらけごま』 畑山 博 旺文社 ―
富士見市、
坂戸市他

『山のいのち』 立松 和平 ポプラ社 E 52002949

『街のいのち』 立松 和平 くもん出版 E 52004502

6

帰り道

森へ

イーハトーヴの夢

海の命

5

なまえつけてよ

カレーライス

たずねびと

大造じいさんとガン

雪の夜明け


