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※表示している情報は発行元などの都合により、変更することがあります。あらかじめご承知おきください。

巻 頁 書名 著作者等 発行元 発行年 価格（税別）

１年上 6 14ひきのあさごはん いわむら　かずお／作 童心社 1983 ¥1,200

１年上 6
しりたいな！　どうぶつの赤ちゃん

シマウマの赤ちゃん

さえぐさ　ひろこ／文

井上　冬彦／写真
新日本出版社 2016 ¥2,300

１年上 7 かもとりごんべえ
西郷竹彦／文

瀬川康男／絵
ポプラ社 1968 ¥1,000

１年上 7 だいすきっていいたくて

カール・ノラック／文

クロード・K・デュボワ／絵

河野　万里子／訳

ほるぷ出版 1998 ¥1,300

１年上 7 かばくん
岸田　衿子／文

中谷　千代子／絵
福音館書店 1966 ¥900

１年上 77 おいもをどうぞ！
いもと　ようこ／文・絵

柴野　民三／作
ひかりのくに 2005 ¥1,200

１年上 77 三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン／絵

せた　ていじ／訳
福音館書店 1965 ¥1,100

１年上 77 ブレーメンのおんがくたい
ハンス・フィッシャー／絵

瀬田　貞二／訳
福音館書店 1964 ¥1,400

１年上 101 生きものたちのわすれもの　②森
小宮　輝之／監

こどもくらぶ／編
佼成出版社 2016 ¥2,600

１年上 101 はっけんずかん　うみ 改訂版

西片　拓史／絵

武田　正倫／監

河戸　勝／監

学研 2017 ¥1,980

１年上 101 はまべでひろったよ
岩間　史朗／写真

池田　等／監
ひさかたチャイルド 2017 ¥1,300

１年上 122 わらしべちょうじゃ
西郷　竹彦／文

佐藤　忠良／絵
ポプラ社 1968 ¥1,000

１年上 122 かちかちやま
おざわ　としお／再話

赤羽　末吉／絵
福音館書店 1988 ¥1,200

１年上 122 つるのおんがえし
長谷川　摂子／文

ながさわ　まさこ／絵
岩波書店 2004 ¥860

１年上 122 ききみみずきん
岩崎　京子／文

若菜　珪／絵
ポプラ社 1967 ¥1,000

１年上 123 ヘンゼルとグレーテルのおはなし

グリム兄弟／原作

バーナデット・ワッツ／文・絵

福本　友美子／訳

BL出版 2006 ¥1,600

１年上 123 ジャックと豆の木
ジョン・シェリー／再話・絵

おびか　ゆうこ／訳
福音館書店 2012 ¥1,400

１年上 123 金のガチョウ

グリム兄弟／原作

バーナデット・ワッツ／文・絵

福本　友美子／訳

BL出版 2008 ¥1,500

１年上 123 きたかぜとたいよう
蜂飼　耳／文

山福　朱実／絵
岩崎書店 2011 ¥1,200

1年下 11 くらしをささえる車 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013 ¥3,000

1年下 11 くらべてなるほど！　こうじのくるま
小賀野実／監修・写真

たちもとみちこ／イラスト
交通新聞社 2016 ¥1,080

1年下 13
ポプラディア大図鑑WONDA 13

自動車・船・飛行機

公益社団法人自動車技術会他

／監修
ポプラ社 2014 ¥2,000

1年下 16
小学館の図鑑NEO

新版　両生類・はちゅう類

松井　正文／監

疋田　努／監

太田　英利／監

小学館 2017 ¥2,000

1年下 39 ともだちみつけた
森山　京／作

松成　真理子／絵
あかね書房 2008 ¥1,000

1年下 39 ともだちや
内田　麟太郎／作

降矢　なな／絵
偕成社 1998 ¥1,000

1年下 49 まめ 平山　和子／作 福音館書店 1981 ¥900
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1年下 49 あつめた・そだてた ぼくのマメ図鑑 盛口　満／著 岩崎書店 2015 ¥1,500

1年下 49 あさがおさいた
大久保　茂徳／監

片野　隆司／他写真
ひさかたチャイルド 2007 ¥1,000

1年下 58
たまごのはなし

かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち

ダイアナ・アストン／文

シルビア・ロング／絵

千葉　茂樹／訳

ほるぷ出版 2007 ¥1,500

1年下 58 きょだいな　きょだいな
長谷川　摂子／作

降矢　なな／絵
福音館書店 1994 ¥800

1年下 58 きつねのかみさま
あまん　きみこ／作

酒井　駒子／絵
ポプラ社 2003 ¥1,100

1年下 58 がちょうのペチューニア
ロジャー・デュボアザン／作

松岡　享子／訳
冨山房 1998 ¥1,400

1年下 59 どろんこハリー

ジーン・ジオン／文

マーガレット・グレアム／絵

渡辺　茂男／訳

福音館書店 1964 ¥1,200

1年下 59 王さまと九人のきょうだい
君島　久子／訳

赤羽　末吉／絵
岩波書店 1969 ¥1,200

1年下 59 だってだってのおばあさん 佐野　洋子／再話 フレーベル館 1975 ¥880

1年下 59 おおかみと七ひきのこやぎ
フェリックス・ホフマン／絵

瀬田　貞二／訳
福音館書店 1967 ¥1,400

1年下 59 もけら　もけら

元永　定正／絵

山下　洋輔／文

中辻　悦子／構成

福音館書店 1990 ¥1,200

1年下 71 メダカのくらし 草野　慎二／著 あかね書房 2005 ¥1,500

1年下 71 絵解きで調べる 田んぼの生きもの 向井　康夫／著 文一総合出版 2014 ¥900

1年下 104 花いっぱいになあれ
松谷　みよ子／作

司　修／絵
大日本図書 1982 ¥1,300

1年下 104 ずーっと　ずっと　だいすきだよ
ハンス=ウィルヘルム／文・絵

久山　太市／訳
評論社 1988 ¥1,200

1年下 104 ガンピーさんのドライブ
ジョン・バーニンガム／文・絵

光吉　夏弥／訳
ほるぷ出版 1978 ¥1,400

２年上 21 フレデリック
レオ・レオニ／著

谷川　俊太郎／訳
好学社 1969 ¥1,459

２年上 21 アレクサンダとぜんまいねずみ
レオ・レオニ／著

谷川　俊太郎／訳
好学社 1975 ¥1,459

２年上 39 ホタル　光のひみつ 栗林　慧／著 あかね書房 2005 ¥1,500

２年上 39 こん虫のへんしん
岡島　秀治／監

ネイチャー・プロ編集室／編著
偕成社 2012 ¥1,600

２年上 39 なぜ？どうして？　生きもののふしぎな一生 今泉　忠明／監 ナツメ社 2015 ¥1,300

２年上 40 はっけんずかん　むし 新版
小堀　文彦／絵

海野　和男／監
学研プラス 2016 ¥1,980

２年上 40
小学館の図鑑ＮＥＯ

新版　昆虫

小池　啓一／他監

小野　展嗣／他監

町田　龍一郎／他監

小学館 2014 ¥2,000

２年上 57 だましあう生き物の話
今泉　忠明／監

伊藤　年一／文
学研 2011 ¥1,600

２年上 57 クラゲ　ゆらゆら 楚山　いさむ／編・文 ポプラ社 2008 ¥1,200

２年上 57 うみのかくれんぼ
サンシャイン国際水族館／監

ネイチャー・プロダクション／撮影
ひさかたチャイルド 2012 ¥1,200

２年上 75 どうぞのいす
香山　美子／作

柿本　幸造／絵
ひさかたチャイルド 1981 ¥1,000

２年上 75 ねずみくんのチョッキ
なかえ　よしを／作

上野　紀子／絵
ポプラ社 1974 ¥1,000

２年上 75 3じのおちゃにきてください
こだま　ともこ／作

なかの　ひろたか／絵
福音館書店 2006 ¥800
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２年上 88 ふゆめがっしょうだん

冨成　忠夫／写真

茂木　透／写真

長　新太／文

福音館書店 1990 ¥900

２年上 88 くまの子ウーフ
神沢　利子／作

井上　洋介／絵
ポプラ社 2001 ¥1,000

２年上 88 かさぶたってどんなぶた　あそぶ　ことば
小池　昌代／編

スズキ　コージ／画
あかね書房 2007 ¥1,800

２年上 89 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

大社　玲子／絵 

福音館書店 1992 ¥1,300

２年上 89 どうぐ 加古　里子／文・絵 瑞雲舎 2001 ¥1,200

２年上 89 たねのずかん　とぶ・はじける・くっつく
古矢　一穂／文

高森　登志夫／絵
福音館書店 1990 ¥1,300

２年上 89 そばかすイェシ

ミリヤム・プレスラー／作

齋藤　尚子／訳

山西　ゲンイチ／絵

徳間書店 2002 ¥1,500

２年上 102 やさいのずかん 小宮山　洋夫／再話 岩崎書店 1989 ¥1,400

２年上 102 じめんのうえとじめんのした
アーマ=ウェバー／文・絵

藤枝　澪子／訳 
福音館書店 1968 ¥1,000

２年上 102 むしをたべるくさ
渡邉　弘晴／写真

伊地知　英信／文
ポプラ社 2008 ¥1,200

２年上 126 こぎつねコンとこだぬきポン
松野　正子／文

二俣　英五郎／画
童心社 1977 ¥1,500

２年上 126 にゃーご 宮西　達也／再話 鈴木出版 1997 ¥1,300

２年上 126 わたしのそばできいていて
リサ=パップ／著

菊田まりこ／訳
WAVE出版 2016 ¥1,400

２年上 126 シロナガスクジラより　大きいものって　いるの？
ロバート・E・ウェルズ／作

せな　あいこ／訳
評論社 1999 ¥1,300

２年上 126 ３びきのかわいいオオカミ

ユージーン=トリビザス／文

ヘレン・オクセンバリー／絵

小玉知子／訳

冨山房 1994 ¥1,400

２年上 126 としょかんねずみ
ダニエル・カーク／著

わたなべ　てつた／訳
瑞雲舎 2012 ¥1,600

２年上 126 ねこのおんがえし
中川　李枝子／文

山脇　百合子／絵
のら書店 2007 ¥1,300

２年上 126 しりとりさんぽ
石津　ちひろ／作

壁谷　芙扶／絵
小学館 2013 ¥1,300

２年上 126 ペンギンのヒナ

ベティ・テイサム／作

ヘレン・K・デイヴィー／絵

はんざわ　のりこ／訳

福音館書店 2008 ¥1,300

２年上 126 せかいいちおいしいスープ
マーシャ・ブラウン／文・絵

こみや　ゆう／訳
岩波書店 2010 ¥1,600

２年上 126 へいわってすてきだね
安里　有生／著

長谷川　義史／絵
ブロンズ新社 2014 ¥1,400

２年上 127 ソーニャのめんどり
フィービー=ウォール／作

なかがわちひろ／訳
くもん出版 2016 ¥1,400

２年上 127 からだのなかで　ドゥン　ドゥン　ドゥン
木坂　涼／文

あべ　弘士／絵
福音館書店 2008 ¥800

２年上 127 生麦生米生卵
長谷川　義史／作

齋藤　孝／編
ほるぷ出版 2006 ¥1,200

２年上 127 ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし／作・訳 BL出版 2009 ¥1,500

２年上 127 せんたくかあちゃん さとう　わきこ／再話 福音館書店 1982 ¥800

２年上 127 風のゆうびんやさん
竹下　文子／作

土田　義晴／絵
あかね書房 2001 ¥1,300
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２年上 127 ねむりの　はなし

ポール・シャワーズ／作

ウェンディ・ワトソン／絵

こうやま　じゅん／他訳

福音館書店 2008 ¥1,300

２年上 127 世界のあいさつ
長　新太／文・絵

野村　雅一／監
福音館書店 1989 ¥1,300

２年上 127 かき氷
細島　雅代／写真

伊地知　英信／著
岩崎書店 2015 ¥1,600

２年上 127 十二支のはじまり
岩崎　京子／文

二俣　英五郎／絵
教育画劇 1997 ¥1,200

２年上 127 ネコのタクシー
南部　和也／作

さとう　あや／絵
福音館書店 2001 ¥1,200

２年下 11 ストローのふしぎ工作
立花　愛子／著

佐々木　伸／著
偕成社 2013 ¥1,600

２年下 11 スーパー紙とんぼ　ワンダーランド 鎌形　武久／編著 いかだ社 2003 ¥1,500

２年下 11 かみコップでつくろう よしだ　きみまろ／文・絵 福音館書店 1990 ¥900

２年下 13 かんたん！遊べる！ビックリ工作 築地制作所／編著 PHP研究所 2008 ¥1,200

２年下 13 工作図鑑
木内　勝／再話

田中　皓也 ／絵
福音館書店 1988 ¥1,600

２年下 31 てぶくろ
エウゲーニ=ラチョフ／絵

内田　莉莎子／訳
福音館書店 1965 ¥1,000

２年下 31 ラン　パン　パン
マギー=ダフ／文

山口　文生／訳
評論社 1989 ¥1,200

２年下 51 お仕事ナビ6　動物に関わる仕事 お仕事ナビ編集室／編著 理論社 2015 ¥2,800

２年下 51 こどもどうぶつえんのみんなの1日
福田　豊文／写真

なかの　ひろみ／文
アリス館 2016 ¥1,600

２年下 51 ジンベエザメのはこびかた

松橋　利光／写真

高岡　昌江／著

宮野　耕治／絵

ほるぷ出版 2015 ¥1,300

２年下 67 ふるやのもり
瀬田　貞二／再話

田島　征三／絵
福音館書店 1969 ¥800

２年下 67 まのいいりょうし
瀬田　貞二／著

赤羽　末吉／絵
福音館書店 1975 ¥900

２年下 70 はまべでひろったよ
岩間　史朗／写真

池田　等／監
ひさかたチャイルド 2017 ¥1,300

２年下 72 はじめてのキャンプ 林　明子／文・絵 福音館書店 1984 ¥1,200

２年下 72 すみれちゃん
石井　睦美／作

黒井　健／絵
偕成社 2005 ¥1,000

２年下 72 しんせつなともだち

方　軼羣／作

君島　久子／訳

村山　知義／絵

福音館書店 1987 ¥800

２年下 72 チムとゆうかんなせんちょうさん

エドワード=アーディゾーニ／文・

絵

瀬田　貞二／訳

福音館書店 2001 ¥1,300

２年下 72 スーホの白い馬
大塚　勇三／再話

赤羽　末吉／絵
福音館書店 1967 ¥1,300

２年下 72 なにがあってもずっといっしょ
くさの　たき／作

つじむら　あゆこ／絵
金の星社 2016 ¥1,200

２年下 72 どうぞのいす
香山　美子／作

柿本　幸造／絵
ひさかたチャイルド 1981 ¥1,000

２年下 72 いなばのしろうさぎ
赤羽　末吉／絵

舟崎　克彦／文
あかね書房 1995 ¥2,000

２年下 73 せんそうしない
谷川　俊太郎／著

江頭　路子／著
講談社 2015 ¥1,300

２年下 73 なぜ？の図鑑
阿部　和厚／監

今泉　忠明／監
学研 2012 ¥1,900
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２年下 73 クラゲ　ゆらゆら 楚山　いさむ／編・文 ポプラ社 2008 ¥1,200

２年下 73 こいぬがうまれるよ

ジョアンナ=コール／文

ジェローム=ウェクスラー／写真

つぼい　いくみ／訳

福音館書店 1982 ¥900

２年下 73 はが　ぬけたら　どうするの？

セルビー=ビーラー／文

ブライアン=カラス／絵

こだま　ともこ／訳

フレーベル館 1999 ¥1,400

２年下 73 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご
村上　八千世／文

せべ　まさゆき／絵
ほるぷ出版 2000 ¥1,200

２年下 73

エコ工作えほん1

ぎゅうにゅうパック・トイレットペーパーのしんでつ

くろう

きむら　ゆういち／作 ポプラ社 2009 ¥1,600

２年下 73 おいしいおと
三宮　麻由子／文

ふくしま　あきえ／絵
福音館書店 2008 ¥800

２年下 73 なぞなぞのすきな女の子
松岡　享子／作

大社　玲子／絵
学研 1973 ¥900

２年下 85 どんぐりかいぎ
こうや　すすむ／文

片山　健／絵
福音館書店 1995 ¥900

２年下 85 どんぐりもりのおきゃくさん
香山　美子／文

飯村　茂樹／写真
ひさかたチャイルド 2009 ¥1,200

２年下 113 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 1972 ¥950

２年下 113 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 1977 ¥950

２年下 113 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 1980 ¥950

３年上 27 ふしぎの時間割 岡田　淳／再話 偕成社 1998 ¥1,000

３年上 27 おかあさんの紙びな
長崎　源之助／作

山中　冬児／絵
岩崎書店 1976 ¥1,400

３年上 27 ふしぎなかぎばあさん
手島　悠介／作

岡本　颯子／絵
岩崎書店 1976 ¥540

３年上 45 もっと知ろう！　発酵のちから
小泉　武夫／監

中居　惠子／著
ほるぷ出版 2017 ¥2,800

３年上 45 米・麦からつくる食べもの 石谷　孝佑／監 ポプラ社 2010 ¥2,800

３年上 45 すがたをかえる食べもの　④牛乳がへんしん！ 香西　みどり／監 学研 2016 ¥2,800

３年上 46 すがたをかえる食べもの　①大豆がへんしん！ 香西　みどり／監 学研 2016 ¥2,800

３年上 46 すがたをかえる食べものずかん 石井　克枝／監 あかね書房 2016 ¥5,000

３年上 57 子どもおもしろ歳時記
金井　真紀／再話

斉田　仁／選句・監
理論社 2017 ¥2,850

３年上 57 大人も読みたい　こども歳時記
長谷川　櫂／監

季節と歳時記の会／編
小学館 2014 ¥1,600

３年上 75 くらしの中の　マーク・記号図鑑
村越　愛策／監

グループ・コロンブス／編
岩崎書店 2016 ¥3,600

３年上 75
Newマーク・記号の大百科　④街や交通、地図の

マーク・記号
太田　幸夫／監 学研プラス 2016 ¥2,800

３年上 95 あらしのよるに
木村　裕一／作

あべ　弘士／絵
講談社 1994 ¥1,000

３年上 95 おまえうまそうだな 宮西　達也／再話 ポプラ社 2003 ¥1,200

３年上 95 にんきもののひけつ
森　絵都／文

武田　美穂／絵
童心社 1998 ¥900

３年上 95 王さまばんざい
寺村　輝夫／作

和歌山　静子／画
理論社 1982 ¥540

３年上 108 ともだちや
内田　麟太郎／作

降矢　なな／絵
偕成社 1998 ¥1,000
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３年上 108 トラのじゅうたんになりたかったトラ
ジェラルド・ローズ／文・絵

ふしみ　みさを／訳
岩波書店 2011 ¥1,500

３年上 108 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

ルース・クリスマン・ガネット／絵

福音館書店 1963 ¥1,200

３年上 108 わすれられないおくりもの
スーザン=バーレイ／文・絵

小川　仁央／訳
評論社 1986 ¥1,200

３年上 108 日本のむかしばなし
瀬田　貞二／文

瀬川　康男・梶山　俊夫／絵
のら書店 1998 ¥2,000

３年上 108 えんぴつびな
長崎　源之助／作

長谷川　知子／絵
金の星社 1984 ¥1,300

３年上 108 ひまわり 荒井　真紀／文・絵 金の星社 2013 ¥1,200

３年上 108 「和」の行事えほん　春と夏の巻 高野　紀子／作 あすなろ書房 2006 ¥1,600

３年上 109 自転車ものがたり 高頭　祥八／文・絵 福音館書店 2016 ¥1,300

３年上 109 しゃべる詩　あそぶ詩　きこえる詩
はせ　みつこ／編

飯野　和好／絵
冨山房 1995 ¥2,200

３年上 109 どうぶつ句会 あべ　弘士／再話 学研 2003 ¥1,200

３年上 140 くろねこのどん
岡野かおる子／作

上路ナオ子／絵
理論社 2016 ¥1,400

３年上 140 目の見えない子ねこ、どろっぷ
沢田　俊子／著

田中　六大／著
講談社 2015 ¥1,300

３年上 140 そうだったのか！　しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／絵 小学館 2018 ¥1,300

３年上 140 江戸の子ども　ちょんまげのひみつ 菊地　ひと美／著 偕成社 2013 ¥1,200

３年上 140 わたしの足は車いす

フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／

作

フェレーナ・バルハウス／絵

ささき　たづこ／訳

あかね書房 2004 ¥1,400

３年上 140 としょかんライオン

ミシェル・ヌードセン／作

ケビン・ホークス／絵

福本　友美子／訳

岩崎書店 2007 ¥1,600

３年上 140 ちいちゃんのかげおくり
あまん　きみこ／作

上野　紀子／絵
あかね書房 1982 ¥1,300

３年上 140 きかせたがりやの魔女
岡田　淳／著

はた　こうしろう／絵
偕成社 2016 ¥1,200

３年上 140 のはらうた　Ⅰ 工藤直子 童話屋 1984 ¥1,500

３年上 140 ドングリ山のやまんばあさん
富安　陽子／作

大島　妙子／絵
理論社 2002 ¥1,400

３年上 140 きのこ　ふわり胞子の舞 埴　沙萠／編・文 ポプラ社 2011 ¥1,200

３年上 140 ミミと　まいごの赤ちゃんドラゴン

マイケル・モーパーゴ／作

ヘレン・スティーヴンズ／絵

おびか　ゆうこ／訳

徳間書店 2016 ¥1,700

３年上 140 ことばのこばこ 和田　誠／文・絵 瑞雲舎 1995 ¥1,748

３年上 140 ファーブル先生の昆虫教室
奥本　大三郎／文

やました　こうへい／絵
ポプラ社 2016 ¥1,800

３年上 141 岸辺のヤービ
梨木　香歩／作

小沢　さかえ／画
福音館書店 2015 ¥1,600

３年上 141 干し柿 西村　豊／文・絵 あかね書房 2006 ¥1,200

３年上 141
子ども版　声に出して読みたい日本語（２）

柿くえば鐘が鳴るなり／俳句

齋藤　孝／編

江口　修平／絵
草思社 2004 ¥1,600

３年上 141 なつのおうさま
薫　くみこ／作

篠崎　三朗／絵
ポプラ社 2007 ¥1,200

３年上 141 自然のかくし絵 矢島　稔／写真・文 偕成社 1983 ¥2,400

３年上 141 このあいだに　なにがあった？
佐藤　雅彦／著

ユーフラテス／著
福音館書店 2017 ¥900

３年上 141 てんぷらぴりぴり
まど　みちお／著

杉田　豊／絵
大日本図書 1998 ¥950
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３年上 141 しょうたとなっとう

星川　ひろ子／写真・文

星川　治雄／写真・文

小泉　武夫／監

ポプラ社 2003 ¥1,200

３年上 141 そらいろ男爵

ジル・ボム／文

ティエリー・デデュー／絵

中島　さおり／訳

主婦の友社 2015 ¥1,300

３年上 141 ぼくは王さま
寺村　輝夫／作

和歌山　静子／画
理論社 1979 ¥560

３年上 141 さんまいのおふだ
水沢　謙一／再話

梶山　俊夫／絵
福音館書店 1985 ¥800

３年上 141 いもさいばん
きむら　ゆういち／文

たじま　ゆきひこ／絵
講談社 2016 ¥1,500

３年上 141 夕日がせなかをおしてくる
阪田　寛夫／詩

高畠　純／絵
国土社 1983 ¥1,300

３年上 141 とらと　ほしがき
韓国の昔話

パク=ジェヒョン 再話
光村教育図書 2006 ¥1,600

３年下 17 どうぶつのしっぽ
増井　光子／監

ネイチャー・プロ編集室／編著
偕成社 2010 ¥1,400

３年下 17 イヌとネコの体の不思議
斉藤　勝司／著

小方　宗次／監
誠文堂新光社 2013 ¥2,200

３年下 17 なぜ？の図鑑　ネコ 今泉　忠明／監 学研 2017 ¥1,900

３年下 53 八郎
斎藤　隆介／文

滝平　二郎／絵
福音館書店 1967 ¥1,200

３年下 53 花さき山
斎藤　隆介／作

滝平　二郎／絵
岩崎書店 1969 ¥1,200

３年下 53 ソメコとオニ
斎藤　隆介／作

滝平　二郎／絵
岩崎書店 1987 ¥1,200

３年下 64 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック／作

じんぐう　てるお／訳
冨山房 1975 ¥1,400

３年下 64 森のお店やさん
林原　玉枝／文

はらだ　たけひで／絵
アリス館 1998 ¥1,300

３年下 64 じっぽ　まいごのかっぱはくいしんぼう
たつみや　章／作

広瀬　弦／絵
あかね書房 1994 ¥1,100

３年下 64 大どろぼうホッツェンプロッツ
オトフリート=プロイスラー／原作

中村　浩三／訳
偕成社 1975 ¥600

３年下 64 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

ローレンス・ディ・フィオリ／絵

佐藤　凉子／訳

評論社 2008 ¥1,100

３年下 64 美術館にもぐりこめ！
さがら　あつこ／文

さげさか　のりこ／絵
福音館書店 2013 ¥1,300

３年下 64 おじいちゃんがおばけになったわけ

キム=フォップス=オーカソン／文

エヴァ・エリクソン／絵

菱木　晃子／訳

あすなろ書房 2005 ¥1,300

３年下 64 さんねん峠
李　錦玉／作

朴　民宜／絵
岩崎書店 1981 ¥1,200

３年下 65 100万回生きたねこ 佐野　洋子／絵・文 講談社 1977 ¥1,400

３年下 65 ながいながいペンギンの話
いぬい　とみこ／作

山田　三郎／絵
理論社 1999 ¥1,200

３年下 65 ホネホネたんけんたい

西澤　真樹子／監・解説

大西　成明／写真

松田　素子／文

アリス館 2008 ¥1,500

３年下 65 世界の鳥の巣の本 鈴木　まもる／著 岩崎書店 2001 ¥2,200

３年下 65
科学っておもしろい！なぜ？なに？なんで？わ

くわくサイエンス

米山　でんじろう／他監

今泉　忠明／他監

戸田　一雄／他監

日東書院本社 2016 ¥3,200



令和２年度版「みんなと学ぶ 小学校国語」　紹介図書一覧

8/16

巻 頁 書名 著作者等 発行元 発行年 価格（税別）

３年下 65
はじめてのアクティブ・ラーニング　社会の？を

探検　みんなのまち

小宮山　博仁／著

中山　成子／著
童心社 2016 ¥3,300

３年下 65 りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ／作 ブロンズ新社 2013 ¥1,400

３年下 65 幼い子の詩集　パタポン　１ 田中　和雄／編 童話屋 2002 ¥1,250

３年下 65 新レインボー　写真でわかる慣用句辞典 学研辞典編集部／編 学研 2011 ¥1,400

３年下 91 冬眠のひみつ 近藤　宣昭／監 PHP研究所 2017 ¥3,000

３年下 91 生き物たちの冬ごし図鑑　植物 亀田　龍吉／写真・文 汐文社 2017 ¥2,300

３年下 91 森のスケーター　ヤマネ
湊　秋作／著

金尾　恵子／絵
文研出版 2000 ¥1,200

３年下 109 おにたのぼうし
あまん　きみこ／文

岩崎　ちひろ／絵
ポプラ社 1969 ¥1,000

３年下 109 泣いた赤おに
浜田　廣介／作

梶山　俊夫／絵
偕成社 1992 ¥2,000

３年下 109 酒呑童子
川村　たかし／文

石倉　欣二／絵
ポプラ社 2003 ¥1,200

４年上 25 ふうたのはなまつり
あまん　きみこ／作

山中　冬児／絵
あかね書房 1976 ¥1,100

４年上 25 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 2004 ¥680

４年上 45 さがしてみよう　虫は忍者 海野　和男／写真・文 新日本出版社 2006 ¥1,300

４年上 45 「調べ学習」に役立つ　水辺の生きもの 佐々木　洋／著 実業之日本社 2011 ¥1,300

４年上 45 田んぼでくらす虫たち 海野　和男／文・写真 偕成社 2005 ¥2,000

４年上 73 世界あちこち　ゆかいな家めぐり
小松　義夫／文・写真

西山　晶／絵
福音館書店 2004 ¥1,300

４年上 73 すごいね！みんなの通学路
ローズマリー・マカーニー／著

西田　佳子／訳
西村書店 2017 ¥1,500

４年上 75
それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい（第

2期）　1　ニコニコ　学校生活
須藤　健一／監 学研 2017 ¥3,000

４年上 75 世界の友だちとくらし　オーストラリアの友だち 佐藤　郡衛／監 学校図書 2000 ¥1,500

４年上 89 アキンボとアフリカゾウ

アレグザンダー・マコール・スミス

／作

もりうち　すみこ／訳

広野　多珂子／絵

文研出版 2006 ¥1,200

４年上 89 サーカスのライオン
川村　たかし／文

斎藤　博之／絵
ポプラ社 1972 ¥1,000

４年上 89 長くつ下のピッピ
アストリッド=リンドグレーン／作

大塚　勇三／訳
岩波書店 2000 ¥680

４年上 104 チョコレート工場の秘密
ロアルド・ダール／作

柳瀬　尚紀／訳
評論社 2005 ¥1,600

４年上 104 絵くんとことばくん
天野　祐吉／文

大槻　あかね／絵
福音館書店 2006 ¥1,300

４年上 104 うきわねこ
蜂飼　耳／文

牧野　千穂／絵
ブロンズ新社 2011 ¥1,400

４年上 104 ひつじがいっぴき
木坂　涼／詩

長谷川　義史／絵
フレーベル館 2007 ¥1,500

４年上 104 どんなかんじかなあ
中山　千夏／文

和田　誠／絵
自由国民社 2005 ¥1,500

４年上 104 せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊／再話 ポプラ社 1995 ¥1,200

４年上 104 いのちのなぞ　上の巻
越智　典子／文

沢田　としき／絵
朔北社 2007 ¥1,300

４年上 105 エジプトのミイラ

アリキ／文・絵

神鳥　統夫／訳

佐倉　朔／監

あすなろ書房 2000 ¥1,400

４年上 105 平和の種をまく 大塚　敦子／写真・文 岩崎書店 2006 ¥1,500
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４年上 105 わたしと小鳥とすずと
金子　みすゞ／著

高畠　純／絵
JULA出版局 1984 ¥1,200

４年上 105 えほん寄席　満員御礼の巻 桂　文我／著 小学館 2007 ¥1,800

４年上 138 新聞をつくろう

大澤　和子／著

原　正／著

長谷川　孝／著

さ・え・ら書房 1987 ¥1,200

４年上 138 くらやみ　こわいよ

レモニー・スニケット／作

ジョン・クラッセン／絵

蜂飼　耳／訳

岩崎書店 2013 ¥1,500

４年上 138 あつおのぼうけん
田島　征彦／作

吉村　敬子／作
童心社 1983 ¥1,500

４年上 138 クマノミとサンゴの海の魚たち 大方　洋二／写真・文 岩崎書店 2007 ¥1,400

４年上 138 口で歩く
丘　修三／作

立花　尚之介／絵
小峰書店 2000 ¥1,200

４年上 138 この世でいちばんすばらしい馬
チェン・ジャンホン／再話

平岡　敦／訳
徳間書店 2008 ¥1,900

４年上 138 グーテンベルクのふしぎな機械
ジェイムズ・ランフォード／作

千葉　茂樹／訳
あすなろ書房 2013 ¥1,500

４年上 138 願いのかなうまがり角
岡田　淳／著

田中　六大／絵
偕成社 2012 ¥1,000

４年上 138 学校ねずみのフローラ

ディック・キング=スミス／作

フィル・ガーナー／絵

谷口　由美子／訳

童話館出版 1996 ¥1,400

４年上 138 谷川俊太郎詩集　すき 谷川　俊太郎／著 理論社 2006 ¥1,400

４年上 138 えっちゃんのせんそう
岸川　悦子／著

狩野　ふきこ／絵
文溪堂 1999 ¥1,500

４年上 138 １つぶの　おこめ
デミ／作

さくま　ゆみこ／訳
光村教育図書 2009 ¥1,900

４年上 138 まんじゅうこわい
斉藤　洋／作

高畠　純／絵
あかね書房 2004 ¥1,000

４年上 138 食べもの記 森枝　卓士／文・写真 福音館書店 2001 ¥3,400

４年上 139 コケシちゃん
佐藤　まどか／作

木村　いこ／絵
フレーベル館 2014 ¥1,200

４年上 139 いしをつんだおとこ あきやま　ただし／文・絵 ハッピーオウル社 2014 ¥1,200

４年上 139 タケノコごはん
大島　渚／文

伊藤　秀男／絵
ポプラ社 2015 ¥1,300

４年上 139 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 2009 ¥1,300

４年上 139 ぼくのネコにはウサギのしっぽ
朽木　祥／作

片岡　まみこ／絵
学研 2009 ¥1,200

４年上 139 ふくはなにからできてるの？
佐藤　哲也／著

網中　いづる／絵
福音館書店 2016 ¥1,200

４年上 139 写真でみる世界の子どもたちの暮らし

ペニー・スミス／編著

ザハヴィット・シェイレブ／編著

赤尾　秀子／訳

あすなろ書房 2008 ¥3,200

４年上 139 時をさまようタック
ナタリー=バビット／著

小野　和子／訳
評論社 1989 ¥1,400

４年上 139 月のかがく

渡部　潤一／監

えびな　みつる／絵・文

中西　昭雄／写真

旬報社 2011 ¥1,400

４年上 139 学校にある道具使い方事典 梅澤　真一／監 PHP研究所 2018 ¥3,000

４年上 139 根っこのえほん1 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 2016 ¥2,400

４年上 139 ゆうれい回転ずし　本日オープン！
佐川　芳枝／作

やぎ　たみこ／絵
講談社 2012 ¥1,400
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４年上 139 よりぬきマザーグース
谷川　俊太郎／訳

鷲津　名都江／編
岩波書店 2000 ¥680

４年上 139 初雪のふる日
安房　直子／作

こみね　ゆら／絵
偕成社 2007 ¥1,400

４年下 17 ほ乳類は野生動物のスーパースター　②
熊谷　さとし／文・絵

安藤　元一／監
少年写真新聞社 2012 ¥1,800

４年下 17 空を飛ぶ生き物たち 東　昭／監 PHP研究所 2014 ¥3,000

４年下 21 小学生のための　ことわざをおぼえる辞典
川嶋　優／編

五味　太郎／絵
旺文社 2011 ¥1,000

４年下 21
これでカンペキ！マンガでおぼえる　ことわざ・慣

用句 
齋藤　孝／著 岩崎書店 2013 ¥1,100

４年下 61 おじいさんのランプ
新美　南吉／作

福田　庄助／画
岩崎書店 1982 ¥560

４年下 61 でんでんむしのかなしみ
新美　南吉／作

かみや　しん／絵
大日本図書 1999 ¥1,300

４年下 61 手ぶくろを買いに
新美　南吉／作

黒井　健／絵
偕成社 1988 ¥1,400

４年下 66 なくしてしまった魔法の時間
安房　直子／著

北見　葉胡／絵
偕成社 2004 ¥2,000

４年下 66 ルドルフとイッパイアッテナ
斉藤　洋／作

杉浦　範茂／絵
講談社 1987 ¥1,300

４年下 66 チョコレート戦争
大石　真／作

北田　卓史／絵
理論社 1999 ¥1,200

４年下 66 さっ太の黒い子馬
小俣　麦穂／著

ささめや　ゆき／絵
講談社 2016 ¥1,400

４年下 66 みさき食堂へようこそ
香坂　直／作

北沢　平祐／絵
講談社 2012 ¥1,200

４年下 66 百まいのドレス

エレナー・エスティス／作

ルイス・スロボドキン／絵

石井　桃子／訳

岩波書店 2006 ¥1,600

４年下 66 いわたくんちのおばあちゃん
天野　夏美／著

はまの　ゆか／絵
主婦の友社 2006 ¥1,500

４年下 66 マヤの一生 椋　鳩十／著 大日本図書 2010 ¥1,000

４年下 67 点字どうぶつえん 菊地　清／絵 同友館 2000 ¥2,000

４年下 67 チリメンモンスターをさがせ！
きしわだ自然資料館／監

きしわだ自然友の会／監
偕成社 2009 ¥1,600

４年下 67 星座をさがそう 藤井　旭／著 あかね書房 2005 ¥1,500

４年下 67 マグナス・マクシマス、なんでもはかります

キャスリーン・T・ペリー／文

S．D．シンドラー／絵

福本　友美子／訳

光村教育図書 2010 ¥1,400

４年下 67 みえないって、どんなこと？ 星川　ひろ子／写真・文 岩崎書店 2002 ¥1,300

４年下 67 いっぽんの鉛筆のむこうに

谷川　俊太郎／文

坂井　信彦／写真

堀内　誠一／絵

福音館書店 1989 ¥1,300

４年下 67 あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健／著 学研プラス 2006 ¥1,200

４年下 67 それ　ほんとう？
松岡　享子／文

長　新太／絵
福音館書店 2010 ¥1,300

４年下 67 ことわざ絵本 五味　太郎／再話 岩崎書店 1986 ¥1,000

４年下 86 博物館へ行こう 木下　史青／著 岩波書店 2007 ¥840

４年下 86
発見！　体験！　工夫がいっぱい！　ユニバー

サルデザイン
川内　美彦／監 学研プラス 2017 ¥6,000

４年下 86
6この点　点字を発明したルイ・ブライユのおはな

し

ジェン・ブライアント／著

ボリス・クリコフ／絵

日当　陽子／訳

岩崎書店 2017 ¥1,700
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４年下 119 いたずらおばあさん
高楼　方子／作

千葉　史子／絵
フレーベル館 1995 ¥1,100

４年下 119 びりっかすの神さま 岡田　淳／再話 偕成社 2006 ¥700

４年下 119 せかいでいちばんつよい国
デビッド・マッキー／作

中川　千尋／訳
光村教育図書 2005 ¥1,500

５年上 33 くちぶえ番長 重松　清／著 新潮社 2007 ¥490

５年上 33 泣けない魚たち 阿部　夏丸／著 講談社 2008 ¥640

５年上 33 ツー・ステップス！
梨屋　アリエ／作

菅野　由貴子／絵
岩崎書店 2006 ¥1,200

５年上 57 世界を変えた建物
クリスティーネ・パクスマン／著

アンネ・イベリングス／絵
エクスナレッジ 2013 ¥1,800

５年上 57 しごとば 東京スカイツリー 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2012 ¥1,800

５年上 81 新編 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／著 新潮社 1989 ¥430

５年上 81 ホビットの冒険　上
J=R=R=トールキン／作

瀬田　貞二／訳
岩波書店 2000 ¥720

５年上 81 ライオンと魔女―ナルニア国ものがたり〈1〉
C=S=ルイス／作

瀬田　貞二／訳
岩波書店 2000 ¥680

５年上 81 森へ 星野　道夫／文・写真 福音館書店 1996 ¥1,300

５年上 98 東京スカイツリーの秘密 瀧井　宏臣／著 講談社 2012 ¥1,200

５年上 98 ワイズ・ブラウンの詩の絵本

マーガレット・ワイズ・ブラウン／

詩

レナード・ワイスガード／画

木坂　涼／訳

フレーベル館 2006 ¥1,600

５年上 98 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 1986 ¥1,300

５年上 98 鳥よめ
あまん　きみこ／作

山内　ふじ江／絵
ポプラ社 2014 ¥1,300

５年上 98 ゆりかごは口の中　子育てをする魚たち 桜井　淳史／著 ポプラ社 2006 ¥950

５年上 98 月の砂漠をさばさばと
北村　薫／著

おーなり　由子／絵
新潮社 2002 ¥590

５年上 98 ぼくとベルさん　友だちは発明王
フィリップ・ロイ／著

櫛田　理絵／訳
PHP研究所 2017 ¥1,400

５年上 98 ナム・フォンの風

ダイアナ・キッド／作

もりうち　すみこ／訳

佐藤　真紀子／絵

あかね書房 2003 ¥1,200

５年上 99 11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽　健／著 晶文社 2017 ¥1,300

５年上 99 おーい　ぽぽんた　声で読む日本の詩歌166

茨木　のり子／編

大岡　信／編

谷川　俊太郎／編

福音館書店 2001 ¥2,400

５年上 99 世界の言葉で「ありがとう」ってどう言うの？
池上　彰／著

稲葉　茂勝／著
今人舎 2012 ¥1,200

５年上 117 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 2017 ¥2,800

５年上 117
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 学研 2015 ¥2,800

５年下 47 やなせたかし 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2015 ¥1,200

５年下 47 やなせたかし　愛と勇気を子どもたちに 中野　晴行／著 あかね書房 2016 ¥1,500

５年下 47
レイチェル・カーソン　「沈黙の春」で地球の叫び

を伝えた科学者

ジンジャー=ワズワース／著

上遠　恵子／訳
偕成社 1999 ¥2,000

５年下 47 手塚治虫 国松　俊英／文 ポプラ社 2010 ¥570

５年下 55 フレデリック
レオ・レオニ／著

谷川　俊太郎／訳
好学社 1969 ¥1,456

５年下 56 こちら「ランドリー新聞」編集部

アンドリュー=クレメンツ／著

田中　奈津子／訳

伊東　美貴／絵

講談社 2002 ¥1,500
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５年下 56 雪の写真家　ベントレー

ジャクリーン=ブリッグズ=マーチ

ン／文

メアリー=アゼアリアン／絵

千葉　茂樹／訳

BL出版 1999 ¥1,400

５年下 56 つみきのいえ
加藤　久仁生／絵

平田　研也／文
白泉社 2008 ¥1,400

５年下 56 ウエズレーの国

ポール・フライシュマン／文

ケビン・ホークス／絵

千葉　茂樹／訳

あすなろ書房 1999 ¥1,400

５年下 56 月のえくぼを見た男　麻田剛立
鹿毛　敏夫／作

関屋　敏隆／画
くもん出版 2008 ¥1,400

５年下 56 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 2004 ¥1,700

５年下 56 ソーリ！
濱野　京子／著

おとない　ちあき／絵
くもん出版 2017 ¥1,300

５年下 56 ぼくのお姉さん
丘　修三／著

かみや　しん／絵
偕成社 2002 ¥700

５年下 57 川は生きている
富山　和子／作

大庭　賢哉／絵
講談社 2012 ¥620

５年下 57 ざんねんないきもの事典 今泉　忠明／監 高橋書店 2016 ¥900

５年下 57 戦争がなかったら　3人の子どもたち10年の物語 高橋　邦典／著 ポプラ社 2013 ¥1,500

５年下 57
世界一おいしい火山の本　チョコやココアで噴火

実験

林　信太郎／著

川野　郁代／絵
小峰書店 2006 ¥1,500

５年下 57 町のけんきゅう

岡本　信也／文・絵

岡本　靖子／文・絵

伊藤　秀男／絵

福音館書店 2000 ¥1,200

５年下 57 てつがくのライオン
工藤　直子／作

佐野　洋子／絵
理論社 1982 ¥1,650

５年下 57
地球の声に耳をすませて　地震の正体を知り、

命を守る
大木　聖子／著 くもん出版 2011 ¥1,400

５年下 57
幸せとまずしさの教室　世界の子どものくらしか

ら
石井　光太／著 少年写真新聞社 2015 ¥1,600

５年下 57 サキサキ　オノマトペの短歌
穂村　弘／編

高畠　那生／絵
岩崎書店 2006 ¥1,400

５年下 69 モノの数え方えほん
町田　健／監

ふわ　こういちろう／絵
日本図書センター 2015 ¥1,500

５年下 69 小学生のまんが語源辞典　新装版
金田一　春彦／監

金田一　秀穂／監
学研プラス 2015 ¥1,000

５年下 80 小さな町の風景
杉　みき子／著

佐藤　忠良／絵
偕成社 1982 ¥1,200

５年下 80 小さな雪の町の物語
杉　みき子／文

佐藤　忠良／画
童心社 1972 ¥1,200

５年下 80 月夜のバス
杉　みき子／作

黒井　健／絵
偕成社 2002 ¥1,200

５年下 107 シートン動物記　1
アーネスト=トムソン=シート／作

阿部　知二／訳
講談社 1985 ¥580

５年下 107 百羽のツル
戸田　幸四郎／絵

花岡　大学／作
戸田デザイン研究室 1985 ¥1,600

５年下 107 片耳の大シカ 椋　鳩十／作 偕成社 1975 ¥700

５年下 130 へなちょこ探偵24じ
齊藤　飛鳥／著

佐竹　美保／著
童心社 2015 ¥1,600

５年下 130 日小見不思議草紙
藤重　ヒカル／著

飯野　和好／絵
偕成社 2016 ¥1,500

５年下 130 神隠しの教室
山本　悦子／著

丸山　ゆき／絵
童心社 2016 ¥1,600
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５年下 130 イチョウの大冒険

アラン・セール／作

ザウ／絵

松島　京子／訳

冨山房インターナショ

ナル
2012 ¥1,800

５年下 130 まるまれアルマジロ！
安東　みきえ／著

下和田　サチヨ／絵
理論社 2009 ¥1,500

５年下 130 センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン／著

上遠　恵子／訳
新潮社 1996 ¥1,400

５年下 130 江戸の笑い 興津　要／著 講談社 2010 ¥1,400

５年下 130 ラスコーの洞窟

エミリー・アーノルド・マッカリー／

作

青山　南／訳

小峰書店 2014 ¥1,500

５年下 130 てんとうむし 阪田　寛夫／詩 童話屋 1988 ¥1,500

５年下 130 ライオンと魔女―ナルニア国ものがたり〈1〉
C=S=ルイス／作

瀬田　貞二／訳
岩波書店 2000 ¥680

５年下 130 知って楽しい　花火のえほん 冴木　一馬／作 あすなろ書房 2008 ¥1,200

５年下 130 ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ／編・文 ポプラ社 2013 ¥1,400

５年下 130 食べられたがる果物のヒミツ 盛口　満／著・絵 少年写真新聞社 2013 ¥1,800

５年下 130 メランコリー・サガ
ひこ・田中／作

中島　梨絵／画
福音館書店 2014 ¥1,200

５年下 131 文様えほん 谷山　彩子／再話 あすなろ書房 2017 ¥1,400

５年下 131 ポテト・スープが大好きな猫

村上　春樹／訳

テリー・ファリッシュ／著

バリー・ルート／絵

講談社 2005 ¥1,700

５年下 131 ファーブルの夏ものがたり
マーガレット=J=アンダーソン／作

千葉　茂樹／訳
くもん出版 1998 ¥1,300

５年下 131 タイガー・ボーイ

ミタリ・パーキンス／著

ジェイミー・ホーガン／絵

永瀬　比奈／訳

鈴木出版 2017 ¥1,500

５年下 131 テンプル・グランディン　自閉症と生きる サイ・モンゴメリ／著 汐文社 2014 ¥1,600

５年下 131 世界を動かした塩の物語

マーク・カーランスキー／文

S．D．シンドラー／絵

遠藤　育枝／訳

BL出版 2008 ¥1,600

５年下 131 たいせつなこと

マーガレット・ワイズ・ブラウン／

作

レナード・ワイスガード／絵

うちだ　ややこ／訳

フレーベル館 2001 ¥1,200

５年下 131 おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ／作

さくま　ゆみこ／訳
あすなろ書房 2009 ¥1,500

５年下 131 ナヌークの贈りもの 星野　道夫／写真・文 小学館 1995 ¥1,460

５年下 131 ホビットの冒険　上
J=R=R=トールキン／作

瀬田　貞二／訳
岩波書店 2000 ¥720

５年下 131 ポケット詩集 田中　和雄／編 童話屋 1998 ¥1,500

５年下 131 ぼくを探しに
シルヴァスタイン，S．／著

倉橋　由美子／訳
講談社 1979 ¥1,500

５年下 131 夏の記者 福田　隆浩／著 講談社 2010 ¥1,300

５年下 131 ぼくたちのリアル
戸森　しるこ／著

佐藤　真紀子／絵
講談社 2016 ¥1,300

６年上 29 ミラクル・ファミリー 柏葉　幸子／著 講談社 2010 ¥448

６年上 29 アンティーク・シオンの小さなきせき
茂市　久美子／作

黒井　健／絵
学研 2016 ¥1,400

６年上 29 またたびトラベル
茂市　久美子／作

黒井　健／絵
学研 2004 ¥1,200

６年上 51 擬音語・擬態語辞典 山口　仲美／編 講談社 2015 ¥1,700
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６年上 51 宮沢賢治のオノマトペ集

宮沢　賢治／著

杉田　淳子／編

栗原　敦／監

筑摩書房 2014 ¥880

６年上 51
はじめてのAI いま知っておきたい未来のくらし

1

中島　秀之／監

松林　弘治／著

角川アスキー総合研究所／編

汐文社 2018 ¥2,600

６年上 77 杉原千畝物語　命のビザをありがとう
杉原　幸子／著

杉原　弘樹／著
金の星社 1995 ¥1,400

６年上 77 絵本 アンネ・フランク

ジョゼフィーン・プール／文

アンジェラ・バレット／絵

片岡　しのぶ／訳

あすなろ書房 2005 ¥1,500

６年上 77 平和の探求・手塚治虫の原点 石子　順／著 新日本出版社 2007 ¥1,500

６年上 77 その手に1本の苗木を
クレア・A・ニヴォラ／作

柳田　邦男／訳
評論社 2009 ¥1,400

６年上 92 精霊の守り人
上橋　菜穂子／著

二木　真希子／絵
偕成社 1996 ¥1,500

６年上 92 青葉の笛

あまん　きみこ／文

村上　豊／絵

西本　鶏介／監

ポプラ社 2007 ¥1,200

６年上 92 西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 新潮社 2001 ¥490

６年上 92 はてしない物語　上

ミヒャエル=エンデ／作

上田　真而子／訳

佐藤　真理子／訳

岩波書店 1982 ¥2,860

６年上 92 影との戦い　ゲド戦記1
アーシュラ=K=ル・グウィン／作

清水　真砂子／訳
岩波書店 2009 ¥720

６年上 92 森・川・海　つながるいのち

畠山　重篤／著

宍戸　清孝／写真

末藤　久美子／絵

童心社 2011 ¥2,900

６年上 92 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一／著 ポプラ社 2017 ¥1,200

６年上 92 考える練習をしよう

マリリン・バーンズ／著

マーサ・ウェストン／絵

左京　久代／訳

晶文社 2015 ¥1,300

６年上 93 和菓子のほん
中山　圭子／文

阿部　真由美／絵
福音館書店 2008 ¥1,300

６年上 93 木はえらい　イギリス子ども詩集
谷川　俊太郎／編訳

川崎　洋／編訳
岩波書店 2000 ¥640

６年上 93 ぶす（狂言えほん）
内田　麟太郎／作

長谷川　義史／絵
ポプラ社 2007 ¥1,200

６年上 121 風のローラースケート
安房　直子／作

小沢　良吉／画
福音館書店 2013 ¥600

６年上 121 春の窓 安房　直子／著 講談社 2008 ¥630

６年上 121 雪窓
安房　直子／作

山本　孝／絵
偕成社 2006 ¥1,400

６年上 134 外来生物ずかん
五箇　公一／監

ネイチャー＆サイエンス／編著
ほるぷ出版 2016 ¥3,600

６年上 134 アライバル ショーン・タン／著 河出書房新社 2011 ¥2,500

６年上 134 ローワンと魔法の地図

エミリー・ロッダ／作

さくま　ゆみこ／訳

佐竹　美保／絵

あすなろ書房 2000 ¥1,300

６年上 134 冒険者たち―ガンバと十五ひきの仲間
斎藤　惇夫／作

藪内　正幸／画
岩波書店 2000 ¥760

６年上 134 12歳たちの伝説
後藤　竜二／作

鈴木　びんこ／絵
新日本出版社 2000 ¥1,500

６年上 134 思い出のマーニー　上
ジョーン・G・ロビンソン／作

松野　正子／訳
岩波書店 2003 ¥640

６年上 134 鳥獣戯画を読みとく 五味　文彦／監 岩崎書店 2017 ¥3,600
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６年上 134 あかり
林　木林／文

岡田　千晶／絵
光村教育図書 2014 ¥1,300

６年上 134 ようこそ地球さん 星　新一／著 新潮社 1987 ¥670

６年上 134 土のコレクション 栗田　宏一／著 フレーベル館 2004 ¥1,600

６年上 134 ミカ！ 伊藤　たかみ／作 理論社 1999 ¥1,500

６年上 134 マララの物語

レベッカ・L・ジョージ／文

ジャンナ・ボック／絵

西田　佳子／訳

西村書店 2016 ¥1,400

６年上 134 だけど、くじけない
長倉　洋海／著

東北の子どもたち／著
NHK出版 2012 ¥1,600

６年上 134 風切る翼
木村　裕一／文

黒田　征太郎／絵
講談社 2002 ¥1,500

６年上 135 星の林に月の船 大岡　信／著 岩波書店 2005 ¥660

６年上 135 森の絵本
長田　弘／文

荒井　良二／絵 
講談社 1999 ¥1,400

６年上 135 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ／編 汐文社 2014 ¥1,600

６年上 135 川の名前 川端　裕人／著 早川書房 2006 ¥800

６年上 135 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子／著 汐文社 2012 ¥1,400

６年上 135 鉄は魔法つかい
畠山　重篤／著

スギヤマ　カナヨ／絵
小学館 2011 ¥1,300

６年上 135 銀杏堂 橘　春香／著 偕成社 2016 ¥1,600

６年上 135 チキン！ いとうみく／著 文研出版 2016 ¥1,300

６年上 135 クマのあたりまえ
魚住　直子／著

植田　真／絵
ポプラ社 2011 ¥1,300

６年上 135 浮世絵って何? どうやってつくるの? 深光　富士男／著 河出書房新社 2017 ¥2,800

６年上 135 バッテリー
あさのあつこ／著

佐藤真紀子／絵
角川書店 2003 ¥520

６年上 135 生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー 石田　秀輝／監 PHP研究所 2017 ¥3,000

６年上 135 鬼の橋
伊藤　遊／作

太田　大八／画
福音館書店 2012 ¥750

６年上 135 ぼくらの先生！ はやみね　かおる／著 講談社 2008 ¥1,300

６年下 54 マイ国家 星新一／著 新潮社 1976 ¥550

６年下 54 モモ
ミヒャエル・エンデ／作

大島　かおり／訳
岩波書店 2005 ¥800

６年下 65
レイチェル・カーソン　「沈黙の春」で地球の叫び

を伝えた科学者

ジンジャー=ワズワース／著

上遠　恵子／訳
偕成社 1999 ¥2,000

６年下 65 絵本 アンネ・フランク

ジョゼフィーン・プール／文

アンジェラ・バレット／絵

片岡　しのぶ／訳

あすなろ書房 2005 ¥1,500

６年下 65 その手に1本の苗木を
クレア・A・ニヴォラ／作

柳田　邦男／訳
評論社 2009 ¥1,400

６年下 65 ヒットラーのむすめ
ジャッキー・フレンチ／著

さくま　ゆみこ／訳
鈴木出版 2018 ¥1,600

６年下 65 杉原千畝物語　命のビザをありがとう
杉原　幸子／著

杉原　弘樹／著
金の星社 1995 ¥1,400

６年下 65 弟の戦争
ロバート・ウェストール／作

原田　勝／訳
徳間書店 1995 ¥1,200

６年下 65 平和の探求・手塚治虫の原点 石子　順／著 新日本出版社 2007 ¥1,500

６年下 65 バスラの図書館員　イラクで本当にあった話
ジャネット・ウィンター／著

長田　弘／訳
晶文社 2006 ¥1,600

６年下 65 さがしています
アーサー・ビナード／著

岡倉　禎志／写真
童心社 2012 ¥1,300

６年下 65 朝日ジュニア学習年鑑2018 朝日新聞出版／著 朝日新聞出版 2018 ¥2,300

６年下 66 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 2000 ¥720
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６年下 66 魔女の宅急便
角野　栄子／作

林　明子／画
福音館書店 1985 ¥1,500

６年下 66 十二歳 椰月　美智子／著 講談社 2007 ¥490

６年下 66 ハッピーノート
草野　たき／作

ともこ・エヴァーソン／画
福音館書店 2012 ¥650

６年下 66 海のいのち
立松　和平／作

伊勢　英子／絵
ポプラ社 1992 ¥1,200

６年下 66 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 2011 ¥1,200

６年下 66 バスラの図書館員　イラクで本当にあった話
ジャネット・ウィンター／著

長田　弘／訳
晶文社 2006 ¥1,600

６年下 66 杉原千畝物語　命のビザをありがとう
杉原　幸子／著

杉原　弘樹／著
金の星社 1995 ¥1,400

６年下 67 さがしています
アーサー・ビナード／著

岡倉　禎志／写真
童心社 2012 ¥1,300

６年下 67
寿命図鑑　生き物から宇宙まで万物の寿命をあ

つめた図鑑
いろは出版／編 いろは出版 2016 ¥2,700

６年下 67
葉の裏で冬を生きぬくチョウ　ウラギンシジミ10年

の観察

高柳　芳恵／文

村山　淳子／絵
偕成社 1999 ¥1,200

６年下 67
パソコンがなくてもわかる　はじめてのプログラミ

ング①
角川アスキー総研／編 汐文社 2017 ¥2,300

６年下 67 手をつなごうよ

松居　友／著

こどもくらぶ／企画・編集・デザイ

ン・制作

彩流社 2016 ¥1,800

６年下 67 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井　二美男／著 ポプラ社 2016 ¥1,200

６年下 67
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 合同出版 1999 ¥1,300

６年下 67 あの犬が好き
シャロン・クリーチ／作

金原　瑞人／訳
偕成社 2008 ¥1,200

６年下 67 方言と地図　あったかい47都道府県の言葉
画工舎／作

井上　史雄／監
フレーベル館 2009 ¥1,800

６年下 83 ぼくの南極生活500日 武田　剛／写真・文 フレーベル館 2006 ¥1,600

６年下 83 世界一空が美しい大陸　南極の図鑑 武田　康男／著 草思社 2010 ¥1,600

６年下 83 地球環境とわたしたちの暮らし 住　明正／監 実業之日本社 2008 ¥1,200

６年下 109 みんなのなやみ 重松　清／著 新潮社 2009 ¥630

６年下 109 こども哲学　人生って、なに？

オスカー・ブルニフィエ／文

西宮　かおり／訳

重松　清／監

朝日出版社 2006 ¥1,400




