
巻 教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

一ねんせいに なったら まど・みちお ポプラ社

ぐりとぐら なかがわ りえこ 福音館書店

１ねん １くみの １にち 川島 敏生 アリス館

さくら
長谷川  摂子 文／矢間 芳子

絵・構成
福音館書店

とのさま１ねんせい 長野 ヒデ子・本田 カヨ子 あすなろ書房

おおかみと七ひきのこやぎ せた ていじ 訳 福音館書店

キャベツくん 長 新太 文研出版

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

あいうえおおかみ くどう なおこ 小峰書店

あいうえおばけだぞ 五味 太郎 絵本館

ひらがな だいぼうけん 宮下 すずか 偕成社

てぶくろ うちだ りさこ 福音館書店

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

三びきのやぎのがらがらどん せた ていじ 福音館書店

もけら もけら 山下 洋輔 福音館書店

あさになったので まどをあけますよ 荒井 良二 偕成社

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

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

もぐって かくれる(うみのかくれんぼ1) 武田 正倫 監修 金の星社

いきもの かくれんぼ 嶋田 泰子 童心社

はたらくじどう車 元浦 年康 監修 あかね書房

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

（参考図書）

  はたらくくるま 小賀野 実 写真・監修 ひかりのくに

  はたらく自動車ずかん 高島 鎮雄 監修 成美堂出版

ジャックとまめの木 渡辺 茂男 講談社

きたかぜとたいよう 蜂飼 耳 岩崎書店

しらゆきひめ いもと ようこ 金の星社

ブレーメンのおんがくたい 村岡 花子 偕成社

ライオンとネズミ 蜂飼 耳 岩崎書店

ながぐつをはいたねこ 末吉 暁子 講談社

かたつむりの　ゆめ／はちみつの

ゆめ
のはらうた Ⅰ 工藤 直子 童話屋

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

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

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

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

（参考図書）

　くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん  3

 ゾウ
ますい みつこ ポプラ社

　くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 4

 チンパンジー
ますい みつこ ポプラ社

教科書１年　教材末「この本、読もう」図書一覧

下

じどう車ずかんを　つくろう

むかしばなしを　よもう

どうぶつの　赤ちゃん

上

おはなし　たのしいな

としょかんへ　いこう

あいうえおで　あそぼう

おおきな　かぶ

としょかんと　なかよし

うみの　かくれんぼ



巻 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

たんたのたんけん 中川 李枝子 学研プラス

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

イソギンチャクの ふしぎ 楚山 いさむ ポプラ社

かずあそび ウラパン・オコサ 谷川 晃一 童心社

つりばしゆらゆら もりやま みやこ あかね書房

へんてこもりに いこうよ たかどの ほうこ 偕成社

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

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

アリから みると 桑原 隆一 福音館書店

巻 教材名 著作者等 出典 発行者

上 あさの　おひさま 神沢利子 「大きなけやき」 国土社

〔ことばを　たのしもう〕

きっときってかってきて
きっときってかってはってきて

谷川俊太郎
「ことばあそびえほん　きっときって
かってきて」

さ･え･ら書房

ずうっと，ずっと，大すきだよ
ハンス=ウィルヘルム　作・絵
久山太市　訳

「ずーっとずっと，だいすきだよ」 評論社

教科書１年　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

下

教科書１年　出典一覧

下



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

はるがきた ジーン=ジオン 文 こみや ゆう 訳 主婦の友社

はるにあえたよ 原 京子 ポプラ社

あ、はるだね
ジュリー=フォリアーノ 文

金原 瑞人 訳
講談社

はるをさがしに 七尾 純 偕成社

カムイチカプ 藤村 久和 絵本塾出版

さる と びっき 武田 正 再話 福音館書店

さんまいのおふだ 千葉 幹夫 小学館

鉢の木 たかし よいち ポプラ社

一休さん 杉山 亮 小学館

ももたろう 松居 直 福音館書店

吉四六さん 寺村 輝夫 あかね書房

うずらのかあさん ひらた えみこ 沖縄時事出版

チューリップ 荒井 真紀 小学館

スミレとアリ

(花のたね・木の実のちえ 2)
多田 多恵子 監修 偕成社

たねのずかん 高森 登志夫 絵／古矢 一穂 文 福音館書店

さかなは さかな レオ=レオニ　谷川 俊太郎 訳 好学社

コーネリアス レオ=レオニ　谷川 俊太郎 訳 好学社

じぶんだけの いろ レオ=レオニ　谷川 俊太郎 訳 好学社

ひとあし ひとあし レオ=レオニ　谷川 俊太郎 訳 好学社

フレデリック レオ=レオニ　谷川 俊太郎 訳 好学社

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

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

あまがえるりょこうしゃ　トンボいけ

たんけん
松岡 たつひで 福音館書店

どんぐりむらのほんやさん なかや みわ 学研プラス

ミリーのすてきなぼうし きたむら さとし BL出版

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

ふしぎな キャンディーやさん みやにし たつや 金の星社

動物園のひみつ 森 由民 ＰＨＰ研究所

めざせ！ 動物のお医者さん きむら ゆういち 講談社

みんなわくわく水族館　海の動物いっ

ぱい編
竹嶋 徹夫 監修／池田 菜津美 文 新日本出版社

（参考図書）

　どうぶつげんきにじゅういさん 山本　省三 講談社

（参考図書）

かるたをつくって遊ぼう!　1 原口　美貴子 国土社

小学校２年上　教材末「この本、読もう」図書一覧

ことばあそびをしよう

ふきのとう

いなばの　白うさぎ

たんぽぽの　ちえ

スイミー

お気に入りの本をしょうかいしよう

どうぶつ園のじゅうい



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

かえるをのんだ ととさん 日野 十成 再話 福音館書店

おおきな きが ほしい さとう さとる 偕成社

けんかのきもち 柴田 愛子 ポプラ社

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

はじめてのキャンプ 林 明子 福音館書店

しっぱいに かんぱい！ 宮川 ひろ 童心社

ガラスのうま 征矢 清 偕成社

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

さかなのたまご 内山 りゅう ポプラ社

てのひら かいじゅう 松橋 利光 そうえん社

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

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

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

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

へいわって どんなこと？ 浜田 桂子 童心社

ことばのこばこ 和田 誠 瑞雲舎

なぞなぞのみせ 石津 ちひろ 偕成社

あいうえおのうた 中川 ひろたか のら書店

教材名 著作者等 出典 発行者

スイミー
レオ=レオニ　作・絵
谷川俊太郎　訳

「スイミー」 好学社

〔きせつの　ことば　夏〕　みんみん 谷川俊太郎 「ふじさんとおひさま」 童話屋

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし 「ミリーのすてきなぼうし」 BL出版

小学校２年上　出典一覧

小学校２年上　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

ふたりは ともだち アーノルド=ローベル 作 文化出版局

ふたりは いっしょ アーノルド=ローベル 作 文化出版局

ふたりは いつも アーノルド=ローベル 作 文化出版局

ふたりは きょうも アーノルド=ローベル 作 文化出版局

すみれちゃんのあついなつ 石井 睦美 偕成社

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

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

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

（参考図書）

　すみれちゃん 石井 睦美 偕成社

　すみれちゃんは一年生 石井 睦美 偕成社

　すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井 睦美 偕成社

みみずのたいそう 市河 紀子 編 のら書店

ぱぴぷぺぽっつん 市河 紀子 編 のら書店

世界の子どもの遊び 寒川 恒夫 監修 ＰＨＰ研究所

あそべる！ たのしい！ あやとり 多田 千尋 監修 ナツメ社

みんなであそぼう 石井 英行 玉川大学出版部

運動場のあそび

(学校であそぼう!ゲームの達人 3)
竹井 史郎 岩崎書店

（参考図書）

　遊び図鑑 奥成　達 福音館書店

ラン パン パン
マギー=ダフ 再話

山口 文生 訳
評論社

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

王さまと九人のきょうだい 君島 久子 岩波書店

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

小学校２年下　教材末「この本、読もう」図書一覧

お手紙

わたしはおねえさん

ねこのこ／おとのはなびら／はんた

いことば

おにごっこ

スーホの白い馬



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

森おばけ 中川 李枝子 福音館書店

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

ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子 童心社

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

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

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

ふゆめがっしょうだん 長 新太 福音館書店

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

がんばれ！ 名犬チロリ おおき とおる 岩崎書店

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

もしも宇宙でくらしたら 山本 省三 ＷＡＶＥ出版

わたり鳥 鈴木 まもる 童心社

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

えほん七十二候 白井 明大 講談社

森のおしゃべり たに けいこ てらいんく

教材名 著作者等 出典 発行者

お手紙
アーノルド=ローベル作
三木卓訳

「ふたりはともだち」 文化出版局

〔ことばを楽しもう〕　回文5点 石津ちひろ 「まさかさかさま　動物回文集」 河出書房新社

スーホの白い馬 大塚勇三 「スーホの白い馬」 福音館書店

ジオジオのかんむり 岸田衿子 「ジオジオの　かんむり」 福音館書店

小学校２年下　出典一覧

小学校２年下　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

どきん どきん 谷川 俊太郎 理論社

うさぎのなぞなぞ屋 さとう まきこ 教育画劇

キツネのまいもん屋 富安 陽子 新日本出版社

あらしのよるに 木村 裕一 講談社

風の草原 いわむら かずお 理論社

すてきな日本の伝統 １巻 いろいろあそび

(知ろう!遊ぼう!すてきな日本の伝統 1)
教育画劇

ことば遊び チャンレンジ２０

(調べて、まとめて、コミュニケーション 5)
工藤 直子 監修 光村教育図書

昔の子どものくらし事典 本間 昇 監修 岩崎書店

カモメがくれた三かくの海 山下 明生 日本標準

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉 幸子 ポプラ社

とくんとくん 片山 令子 福音館書店

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

バナナのはなし 伊沢 尚子 福音館書店

学研の図鑑LIVE 　恐竜 真鍋 真 監修 学研プラス

学研の図鑑LIVE　 植物 樋口　正信 監修 学研プラス

学研の図鑑LIVE　 動物 今泉 忠明 監修 学研プラス

さかなのかたち
なかの ひろみ・まつざ

わ せいじ
アリス館

鳥の巣いろいろ 鈴木 まもる 偕成社

助けあう生き物の話(生き物のちえ 1)
今泉 忠明 監修／伊藤 年

一 文
学研プラス

ここにも、こけが… 越智 典子 福音館書店

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

塩の絵本 たかなし ひろき 編 農山漁村文化協会

巣づくりの名人 スズメバチ 須田 貢正 六耀社

とりになったきょうりゅうのはなし 改訂版 大島 英太郎 福音館書店

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

宇宙人っているの？ 長沼 毅 金の星社

（参考図書）

　学研の図鑑　鳥 学研教育出版

わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ ＪＵＬＡ出版局

阪田寛夫童謡詩集 夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 岩崎書店

小学校３年上　教材末「この本、読もう」図書一覧

きつつきの商売

こまを楽しむ

まいごのかぎ

はじめて知ったことを知らせよう

わたしと小鳥とすずと／夕日がせ

なかをおしてくる



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

どんなかんじかなあ 中山 千夏 自由国民社

ココロ屋 梨屋 アリエ 文研出版

島ひきおに 山下 明生 偕成社

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

１００円たんけん 中川 ひろたか くもん出版

いのちのいれもの 小菅 正夫 サンマーク出版

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 理論社

どうぶつがっこう トビイ ルツ ＰＨＰ研究所

こころのふしぎ たんけんえほん 平木 典子 監修 ＰＨＰ研究所

ラポラポラ ふくだ ゆきひろ そうえん社

むし歯のもんだい 北川原 健・柳生 弦一郎 福音館書店

糸あそび 布あそび 田村 寿美恵 福音館書店

数え方のえほん 髙野 紀子 あすなろ書房

こども大百科 キッズペディア 小学館

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

もっと・しごとば 鈴木 のりたけ ブロンズ新社

ともだち 谷川 俊太郎 玉川大学出版部

ぞうのミミカキ まど・みちお 理論社

あるひ あひるが あるいていると 二宮 由紀子 理論社

きのこ 埴　沙萠 ポプラ社

教材名 著作者等 出典 発行者

どきん 谷川俊太郎
「谷川俊太郎少年詩集　どき
ん」

理論社

きつつきの商売 林原玉枝
「おはなし　さいた２　森のお
店やさん」

アリス館

鳥になったきょうりゅうの話 大島英太郎
「とりになった　きょうりゅうの
はなし」

福音館書店

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ
「金子みすゞ童謡集　わたし
と小鳥とすずと」

JULA出版局

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫 「阪田寛夫全詩集」 理論社

小学校３年上　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

小学校３年上　出典一覧



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

えんぴつびな 長崎 源之助 金の星社

かわいそうな ぞう つちや ゆきお 金の星社

おかあさんの木 大川 悦生 ポプラ社

魚がへんしん！

(すがたをかえる食べもの７)
香西 みどり 監修 学研プラス

米・麦からつくる食べもの

(食べものはかせになろう２)
石谷 孝佑 監修 ポプラ社

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

野菜・くだものからつくる食べもの

(食べものはかせになろう5)
石谷 孝佑 監修 ポプラ社

（参考図書）

　身近な食べもののひみつ　1 幕内 秀夫・神 みよ子 監修 学研

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

ことわざ絵本 五味 太郎 岩崎書店

小学生のまんがことわざ辞典 改訂版 金田一 春彦・金田一 秀穂 監修 学研プラス

世界のむかしばなし 瀬田 貞二 訳 のら書店

りこうな子ども アジアの昔話 松岡 享子 編・訳 こぐま社

いたずらおばけ 瀬田 貞二 再話 福音館書店

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

スリランカの昔話 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

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

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

かさぶたって どんなぶた 小池 昌代 編 あかね書房

ことばあそびうた 谷川 俊太郎 福音館書店

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

まちぼうけの生態学 遠藤 知二 福音館書店

むしこぶ みつけた 新開 孝 ポプラ社

（参考図書）

　じしゃくのふしぎ フランクリン M.ブランリー 福音館書店

　植物は動いている 清水　清 あかね書房

　発見 栗林　慧 フレーベル館

ソメコとオニ 斎藤 隆介 岩崎書店

花さき山 斎藤 隆介 岩崎書店

半日村 斎藤 隆介 岩崎書店

（参考図書）

　かみなりむすめ 斎藤 隆介 岩崎書店

　ふき 斎藤 隆介 岩崎書店

　三コ 斎藤 隆介 福音館書店

小学校３年下　教材末「この本、読もう」図書一覧

すがたをかえる大豆

ことわざ・故事成語

三年とうげ

詩のくふうを楽しもう

ありの行列

モチモチの木

ちいちゃんのかげおくり



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

アイヌのむかしばなし ひまなこ

なべ
萱野 茂 あすなろ書房

おにぼう くすのき しげのり ＰＨＰ研究所

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

かあちゃん取扱説明書 いとう みく 童心社

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

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

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

干し柿 西村 豊 あかね書房

生き物たちの冬ごし図鑑 昆虫 星 輝行 汐文社

ふくはなにからできてるの？ 佐藤 哲也 福音館書店

ダンゴウオの海 鍵井 靖章 フレーベル館

ぼくの自然観察記 ロゼットのた

んけん
おくやま ひさし 少年写真新聞社

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

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

カタカナ ダイボウケン 宮下 すずか 偕成社

十二支のことわざえほん 高畠 純 教育画劇

教材名 著作者等 出典 発行者

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ
「あかね創作絵本11　ちいちゃんのかげお
くり」

あかね書房

三年とうげ 李錦玉 「新・創作絵本21　さんねん峠」 岩崎書店

〔きせつの言葉　冬〕　ゆき 川崎洋 「川崎洋少年詩集　しかられた神さま」 理論社

（参考図書）

教材名 著作者等 出典 発行者

〔きせつの言葉　秋〕　虫の声 新星出版社編集部　編 童謡・唱歌・わらべうた 新星出版社

小学校３年下　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

小学校３年下　出典一覧



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

白いぼうし(車のいろは空のいろ 1) あまん きみこ ポプラ社

春のお客さん(車のいろは空のいろ 2) あまん きみこ ポプラ社

星のタクシー(車のいろは空のいろ 3) あまん きみこ ポプラ社

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋 講談社

ルドルフ ともだち ひとりだち 斉藤 洋 講談社

ふしぎな木の実の料理法 岡田 淳 理論社

あかりの木の魔法 岡田 淳 理論社

絵くんとことばくん 天野 祐吉 福音館書店

伝える極意 達人に学ぶコミュニケーショ

ン ４ 表現の極意

NHK「伝える極意」制作班

編
汐文社

世界を変えるデザインの力 ２ 伝える ナガオカ ケンメイ 監修 教育画劇

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

オットー
トミー=ウンゲラー 作

鏡 哲生 訳
評論社

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

かき氷 天然氷をつくる
細島 雅代 写真／伊地知 英信

文
岩崎書店

「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

手で食べる？ 森枝 卓士 福音館書店

あなたの声がききたい 岸川 悦子 佼成出版社

やんちゃ子グマがやってきた！ あんず ゆき フレーベル館

ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ ポプラ社

ゾウの森とポテトチップス 横塚 眞己人 そうえん社

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

葛飾北斎 世界を驚かせた浮世絵師 芝田 勝茂 あかね書房

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川　俊太郎 福音館書店

バーナムの骨 トレイシー・E.ファーン 光村教育図書

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

小学校４年上　教材末「この本、読もう」図書一覧

白いぼうし

アップとルーズで伝え

る

一つの花

事実にもとづいて書か

れた本を読もう



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

１つぶのおこめ
デミ 作

さくま ゆみこ 訳
光村教育図書

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

ニレの木広場のモモモ

館
高楼 方子 ポプラ社

外郎売 長野 ヒデ子 絵／齋藤 孝 編 ほるぷ出版

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

口で歩く 丘 修三 小峰書店

怪盗ブラックの宝物 那須 正幹 福音館書店

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

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

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

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

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

にたものずかん どっ

ちがどっち！？
今泉 忠明 監修／高岡 昌江 文 学研プラス

石の中のうずまき ア

ンモナイト
三輪 一雄 福音館書店

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

どうぶつ句会 あべ 弘士 学研プラス

教室はまちがうところ

だ
蒔田 晋治 子どもの未来社

モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店

魔女の宅急便 角野　栄子 福音館書店

教材名 著作者等 出典 発行者

白いぼうし あまんきみこ
「－車のいろは空のいろ－白いぼう
し」

ポプラ社

一つの花 今西祐行
「今西祐行全集　第四巻　一つの
花」

偕成社

ランドセルは海をこえて 内堀タケシ 「ランドセルは海を越えて」 ポプラ社

ぼくは川 阪田寛夫
「ジュニアポエム双書10　夕方のに
おい」

銀の鈴社

〔いろいろな意味をもつ言
葉〕　とる（部分）

川崎洋
「川崎洋少年詩集　しかられた神さ
ま」

理論社

山ねこ，おことわり あまんきみこ
「―車のいろは空のいろ―白いぼう
し」

ポプラ社

小学校４年上　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

小学校４年上　出典一覧



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

手ぶくろを買いに 新美 南吉 偕成社

がちょうのたんじょうび 新美 南吉 小峰書店

木の祭り 新美 南吉 にっけん教育出版社

でんでんむしのかなしみ 新美 南吉 大日本図書

ポプラディア情報館 伝統工芸
財団法人伝統的工芸品産業振興

協会 監修
ポプラ社

竹でつくる

(自然の材料と昔の道具 1)
深光 富士男 さ･え･ら書房

わくわく発見！ 日本の伝統工芸 竹永 絵里 画 河出書房新社

日本の職人 伝統のワザ ⑥ 「工

芸」の職人
学研プラス

雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳 偕成社

雨ふる本屋 日向 理恵子 童心社

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

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

ノラネコの研究 伊澤 雅子 福音館書店

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

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

花豆の煮えるまで 安房 直子 偕成社

空とぶライオン 佐野 洋子 講談社

作品名 作者・訳者・監修等 発行元

狂言えほん ぶす 内田 麟太郎 ポプラ社

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

窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 講談社

リターン！ 山口 理 文研出版

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

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

つるばら村のパン屋さん 茂市 久美子 講談社

冬眠のひみつ 近藤 宣昭 監修 ＰＨＰ研究所

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

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

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

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

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

日食・月食のひみつ 関口 シュン 子どもの未来社

写真でわかる慣用句辞典 学研プラス

ピカピカ俳句 齋藤 孝 パイ インターナショナル

教材名 著作者等 出典 発行者

ごんぎつね 新美南吉 「校定　新美南吉全集　第三巻」 大日本図書

初雪のふる日 安房直子 「初雪のふる日」 偕成社

小学校４年下　教材末「この本、読もう」図書一覧

小学校４年下　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

小学校４年下　出典一覧

プラタナスの木

ウナギのなぞを追って

初雪のふる日

ごんぎつね

世界にほこる和紙



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

かんがえるのって　おもしろい すき 谷川 俊太郎 理論社

ホームランを打ったことのない君に 長谷川 集平 理論社

天のシーソー 安東 みきえ 理論社

１２月の夏休み 川端 裕人 偕成社

霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子 講談社

世界のあいさつことば学 稲葉 茂勝 今人舎

文化のちがい 習慣のちがい 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

小学五年生 重松 清 文藝春秋

おじいちゃんの大切な一日 重松 清 幻冬舎

はじめての文学 重松清 重松 清 文藝春秋

八月の光 失われた声に耳をすませて 朽木 祥 小学館

茶畑のジャヤ 中川 なをみ 鈴木出版

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

朝日ジュニア学習年鑑 ２０２０ 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版

調べる学習子ども年鑑 ２０２０ 朝日小学生新聞 監修 岩崎書店

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

ワールド・ウォッチ こどもくらぶ 訳 丸善出版

日本のすがた ２０２０ 矢野恒太記念会 編集・発行 矢野恒太記念会

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

落語絵本 じゅげむ 川端 誠 クレヨンハウス

落語絵本 まんじゅうこわい 川端 誠 クレヨンハウス

落語絵本 はつてんじん 川端 誠 クレヨンハウス

円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和

の挑戦
鳴海 風 くもん出版

六千人の命を救え！ 外交官・杉原千畝 白石 仁章 ＰＨＰ研究所

樋口一葉 真鍋 和子 講談社

自由のたびびと 南方熊楠 三田村 信行 ＰＨＰ研究所

マザー・テレサ あふれる愛 沖 守弘 講談社

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

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

やなせたかし 愛と勇気を子どもたちに 中野 晴行 あかね書房

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

何のために生まれてきたの？ 希望のありか やなせたかし ＰＨＰ研究所

あんぱんまん やなせ　たかし フレーベル館

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

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

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 監修 学研プラス

この本、おすすめします どっちがどっち!? 今泉　忠明 監修 学研プラス

片耳の大シカ 椋 鳩十 偕成社

鹿よ おれの兄弟よ 神沢 利子 福音館書店

少年動物誌 河合 雅雄 福音館書店

（参考図書）

　ツキノワグマ 宮崎　学 偕成社

　片耳の大シカ 椋　鳩十 理論社

　マヤの一生 椋　鳩十 大日本図書

小学校５年　教材末「この本、読もう」図書一覧

古典芸能の世界―語りで伝える

なまえつけてよ

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

たずねびと

固有種が教えてくれること

大造じいさんとガン

やなせたかし―アンパンマンの勇気

想像力のスイッチを入れよう

グラフや表を用いて書こう



教材名 著作者等 出典 発行者

かんがえるのって　おもしろい 谷川俊太郎 「谷川俊太郎少年詩集　すき」 理論社

からたちの花 北原白秋
「からたちの花がさいたよ―北原
白秋童話選―」

岩波書店

大造じいさんとガン 椋鳩十 「椋鳩十全集1　月の輪グマ」 ポプラ社

（参考図書）

教材名 著作者等 出典 発行者

〔声に出して楽しもう　古典の世界（一）〕

竹取物語 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
2　竹取物語

講談社

平家物語 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
11、12　平家物語　上下

講談社

徒然草 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
10　徒然草

講談社

おくのほそ道 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
25　おくのほそ道　ほか

講談社

〔季節の言葉　夏〕

夏は夜。…… 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
4　枕草子

講談社

〔季節の言葉　秋〕

秋は夕暮れ。…… 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
4　枕草子

講談社

〔季節の言葉　冬〕

冬はつとめて。…… 司馬　遼太郎　監修
21世紀版少年少女古典文学館
4　枕草子

講談社

小学校５年　出典一覧



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

アンジュール ガブリエル=バンサン ＢＬ出版

江戸の笑い 興津 要 講談社

木を植えた男
ジャン=ジオノ 原作

寺岡 襄 訳
あすなろ書房

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

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

パンプキン！ 模擬原爆の夏 令丈 ヒロ子 講談社

西遊記 上 悟空誕生の巻 渡辺 仙州 編訳 偕成社

二分間の冒険 岡田 淳 偕成社

ぼくの、ひかり色の絵の具 西村 すぐり ポプラ社

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

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

べんり屋、寺岡の夏。 中山 聖子 文研出版

ぼくたちのリアル 戸森 しるこ 講談社

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

飛ぶ教室
エーリヒ=ケストナー 作

池田 香代子 訳
岩波書店

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

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

北極熊 ナヌーク
ニコラ=デイビス 文

松田 素子 訳
ＢＬ出版

みみずのカーロ 今泉 みね子 合同出版

みんなで考える 小学生のマナー
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

インフラってなに？ ③ 通信 こどもくらぶ 編 筑摩書房

お米ができるまで 岩貞 るみこ 講談社

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

小学校５年　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

小学校５年　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

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

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

１００年後の水を守る 橋本 淳司 文研出版

車いすはともだち 城島 充 講談社

おいしく たべる 松本 仲子 監修 朝日新聞出版

かぶきわらし 庄司 三智子 出版ワークス

天気のふしぎえほん 斉田 季実治 監修 ＰＨＰ研究所

地球の声に耳をすませて 大木 聖子 くもん出版

日本にしかいない生き物図鑑 今泉 忠明 監修 ＰＨＰ研究所

俳句はいかが 五味 太郎 岩崎書店

思いちがいの言葉 山口 理 偕成社

季節のことば 中村 和弘 監修 岩崎書店

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



教材 作品名 作者・訳者・監修等 発行元

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

なみだの穴 まはら 三桃 小峰書店

糸子の体重計 いとう みく 童心社

流れ星キャンプ 嘉成 晴香 あかね書房

ライオンのしごと 竹田津　実 偕成社

時間の大研究 池内 了 監修 ＰＨＰ研究所

元気な脳が君たちの未来をひらく 川島 隆太 くもん出版

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

バッテリー あさの あつこ 教育画劇

森へ 星野 道夫 福音館書店

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

赤い蠟燭と人魚 小川 未明 偕成社

ビワの実 坪田 譲治 小峰書店

ひとつのねがい はまだ ひろすけ 理論社

二十四の瞳 壺井 栄 講談社

（参考図書）

　雨ニモマケズ 宮沢　賢治 好学社

　風の又三郎 宮沢　賢治 偕成社

　銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 偕成社

　グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治 くもん出版

　水仙月の四日 宮沢　賢治 偕成社

　セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治 三起商行

　注文の多い料理店 宮沢　賢治 子どもの未来社

　なめとこ山の熊 宮沢　賢治 三起商行

ニッポン紹介 ３ 日本のくらし
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

花火の大図鑑 日本煙火協会 監修／泉谷 玄作 写真 ＰＨＰ研究所

日本人の伝統的な食文化 和食

(世界遺産になった食文化)
服部 津貴子 監修／こどもくらぶ 編 ＷＡＶＥ出版

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

道成寺 片山 清司 ＢＬ出版

かたつむり 内田 麟太郎 ポプラ社

元気がでる詩６年生 伊藤 英治 編 理論社

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

地球環境から学ぼう！ 私たちの未来 第３巻 日本の

問題・世界の問題
塩瀬 治 編 星の環会

瑠璃色の星 宇宙から伝える心のメッセージ 山崎 直子 世界文化社

ここまできている！ ｉＰＳ・遺伝子・脳研究

(世界にほこる日本の先端科学技術　1)

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

西の魔女が死んだ 梨木 香歩 新潮社

チェロの木 いせ ひでこ 偕成社

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

（参考図書）

　山のいのち 立松　和平 ポプラ社

教材名 著作者等 出典 発行者

森へ 星野道夫 「森へ　たくさんのふしぎ傑作集」 福音館書店

せんねん　まんねん まど・みちお 「まど・みちお全詩集」 理論社

やまなし 宮沢賢治 「校本　宮澤賢治全集　第十一巻」 筑摩書房

海の命 立松和平 「海のいのち」 ポプラ社

生きる 谷川俊太郎 「うつむく青年」 サンリオ

小学校６年　出典一覧

古典芸能の世界―演じて伝える

詩を朗読してしょうかいしよう

小学校６年　教材末「この本、読もう」図書一覧

メディアと人間社会／大切な人と深

くつながるために

海の命

帰り道

時計の時間と心の時間

私と本

やまなし／イーハトーヴの夢

『鳥獣戯画』を読む



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

冒険者たち 斎藤 惇夫 岩波書店

ぼくらの先生！ はやみね かおる 講談社

盆まねき 富安 陽子 偕成社

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

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

ルリユールおじさん いせ ひでこ 講談社

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

夏の庭 The Friends 湯本 香樹実 新潮社

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

ハッピーノート 草野 たき 福音館書店

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

夏のとびら 泉 啓子 あかね書房

リバウンド E=ウォルターズ 作 小梨 直 訳 福音館書店

今昔物語集 令丈 ヒロ子 著 岩崎書店

トモ、ぼくは元気です 香坂 直 講談社

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

世界一おいしい火山の本 林 信太郎 小峰書店

0.1ミリのタイムマシン 須藤 斎 くもん出版

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

アレルギーってなに？ 海老澤 元宏 監修／坂上 博 著 ミネルヴァ書房

キュビスムって、なんだろう？ ケイト=リッグス 編 六耀社

アンネのバラ 國森 康弘 講談社

月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人 新日本出版社

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

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

鉄は魔法つかい 畠山 重篤 小学館

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

暑さとくらし 宿谷 昌則 監修／鈴木 信恵 著 ほるぷ出版

小学校６年　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧



作品名 作者・訳者・監修等 発行元

小学校６年　巻末付録「本の世界を広げよう」図書一覧

もしも日本人がみんな米つぶだった

ら
山口 タオ 講談社

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

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

よくわかるネット依存 遠藤 美季 監修 ＰＨＰ研究所

考える練習をしよう マリリン=バーンズ 左京 久代 訳 晶文社

いのる 長倉 洋海 アリス館

地球へのピクニック 谷川 俊太郎 銀の鈴社

声に出そう はじめての漢詩 一 自然

のうた
全国漢文教育学会 編著 汐文社

サキサキ オノマトペの短歌 穂村 弘 編 岩崎書店


