
千葉県立中央図書館児童資料室作成

小学校１年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 アリからみると
桑原 隆一文
栗林 慧写真

福音館書
店

2004 JE/ｸｻ

2 ウラパン・オコサ　かずあそび 谷川 晃一作 童心社 1999 JE/ﾀｺ

3 おしいれのぼうけん
ふるた たるひさく
たばた せいいち画

童心社 1980 JE/ﾀｾ

4 しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺 茂男さく
山本 忠敬え

福音館書
店

1966 JE/ﾔﾀ

5 どうぶつのあしがたずかん 加藤 由子文 岩崎書店 1989 J481/ｶﾖ

6 なぞなぞライオン 佐々木 マキ作 理論社 1997 J913/ｻﾏ

7 バナナ 斎藤 雅緒絵
フレーベ
ル館

2007 J625/ｻﾏ

8 ハリーとうたうおとなりさん
ジーン・ジオンぶん
マーガレット・ブロイ・グレアムえ

大日本図
書

2015 J933/ｼｼ

9 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

1978 JE/ﾛｱ

10 ふゆめがっしょうだん
冨成 忠夫写真
茂木 透写真

福音館書
店

2012 JE/ﾄﾀ

11 まえむきよこむきうしろむき いのうえ ようすけえとぶん
福音館書
店

2008 JE/ｲﾖ

12 ちょうちょうひらひら
まど みちお文
にしまき かやこ絵

こぐま社 2008 JE/ﾆｶ

　　　　　　　教科書で紹介された
　　　　　　　　    おすすめの本

小学校の教科書が改訂され、国語の教科書の巻末には本の紹介が新たに掲載され

ました。千葉県内の自治体で使用されている「光村図書」と「教育出版」掲載の紹介図

書から、図書館でおすすめする本を学年ごとに選んで展示しました。

紹介図書一覧は出版社ウェブサイトでダウンロードできます。

県立図書館で所蔵している資料については、学年別でリストにまとめたものを、ウェブ

上で確認・予約できるようにしています。

■展示期間■ ２０２０年８月２５日（火）～１０月４日（日）

小学校国語の



小学校２年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 100円たんけん
中川 ひろたかぶん
岡本 よしろうえ

くもん出
版

2016 JE/ｵﾖ

2 エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネットさく
ルース・クリスマン・ガネットえ

福音館書
店

1989 J933/ｶﾙ

3 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

福音館書
店

2000 JE/ｳｼ

4 ことばのこばこ 和田 誠さく・え 瑞雲舎 1995 JE/ﾜﾏ

5 さっちゃんの まほうのて
たばた せいいち共同制作
先天性四肢障害児父母の会
共同制作

偕成社 1985 JE/ｻﾂ

6 てのひらかいじゅう 松橋 利光しゃしんとぶん
そうえん
社

2008 J487/ﾏﾄ

7 フィーフィーのすてきな夏休み
エミリー・ロッダ作
さくま ゆみこ訳

あすなろ
書房

2010 J933/ﾛｴ

8 へいわってどんなこと? 浜田 桂子作 童心社 2011 JE/ﾊｹ

9 やさいはいきている
藤田 智監修
岩間 史朗写真撮影

ひさかた
チャイルド

2007 J626/ﾔｻ

10 三びきのこぶた
瀬田 貞二やく
山田 三郎え

福音館書
店

1967 JE/ﾔｻ

11 のはらうた　１～５
くどうなおことのはらみんな
作

童話屋 1984 J911/ｸﾅ

12
はがぬけたらどうするの?　せかいのこども
たちのはなし

セルビー・ビーラー文
ブライアン・カラス絵

フレーベ
ル館

1995 J387/ﾋｾ

13 はじめてのキャンプ 林 明子さく・え
福音館書
店

1984 J913/ﾊｱ

14 ホネホネたんけんたい
西澤 真樹子監修・解説
大西 成明しゃしん

アリス館 2008 J481/ﾎﾈ

15 番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィルバーさく
松岡 享子やく

福音館書
店

1992 J933/ｳﾘ

16 あいうえおのうた
中川 ひろたか詩
村上 康成絵

のら書店 2004 J911/ﾅﾋ

17 おおきなきがほしい
佐藤 さとるぶん
村上 勉え

偕成社 1978 JE/ﾑﾂ

18 チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード・アーディゾーニさく
せた ていじやく

福音館書
店

2001 JE/ｱｴ

19 どれみふぁけろけろ 東 君平作・絵
あかね書
房

1981 J913/ﾋｸ

20 ライフタイム　いきものたちの一生と数字
ローラ・M.シェーファーぶん
クリストファー・サイラス・ニールえ ポプラ社 2015 JE/ﾆｸ

小学校３年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 いのちのいれもの 小菅 正夫文
サンマー
ク出版

2011 JE/ﾎﾏ

2
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

ほるぷ出
版

2007 J481/ｱﾀ

3 どうぶつ句会 あべ 弘士さく・え 学研 2003 J913/ｱﾋ

4 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 J913/ﾄﾖ

5 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 2010 J933/ﾎｲ



6 やかまし村の子どもたち
アストリッド・リンドグレーン作
イングリッド・ヴァン・ニイマン
絵

岩波書店 2019 J949/ﾘｱ

7 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

評論社 2008 J933/ｴﾗ

8
糸あそび布あそび　とくべつな道具はいらな
い。家にあるものをつかって、いろいろ作っ
てみよう。

田村 寿美恵文
平野 恵理子絵

福音館書
店

2003 J594/ﾀｽ

9 時計つくりのジョニー
エドワード・アーディゾーニ作
あべ きみこ訳

こぐま社 1998 JE/ｱｴ

10 小さなスプーンおばさん
アルフ・プリョイセン著
大塚 勇三訳

学研教育
出版

1966 J949/ﾌｱ

11 カッパのぬけがら　おはなしパレード なかがわ ちひろ作 理論社 2000 J913/ﾅﾁ

12 セミたちの夏 筒井 学写真と文 小学館 2012 J486/ﾂﾏ

13 としょかんライオン
ミシェル・ヌードセンさく
ケビン・ホークスえ

岩崎書店 2007 JE/ﾎｹ

14
パンダの手には、かくされたひみつがあっ
た!

山本 省三文
喜多村 武絵

くもん出
版

2007 JE/ｷﾀ

15 わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイさく え
小川 仁央やく

評論社 1986 JE/ｳｽ

小学校４年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 1つぶのおこめ　さんすうのむかしばなし
デミ作
さくま ゆみこ訳

光村教育
図書

2009 JE/ﾃﾐ

2 ウミガメいのちをつなぐ岬 櫻井 季己文・写真
少年写真
新聞社

2015 J487/ｻﾄ

3 おじいちゃんの口笛
ウルフ・スタルク作
アンナ・ヘグルンド絵

ほるぷ出
版

1995 J949/ｽｳ

4 こんなふうに作られる!
ビル・スレイヴィン文
ジム・スレイヴィン文

玉川大学
出版部

2007 J500/ｽﾋ

5 ドリトル先生航海記
ヒュー・ロフティング作
井伏 鱒二訳

岩波書店 2000 J933/ﾛﾋ

6 モグラはかせの地震たんけん 松岡 達英作・絵 ポプラ社 2006 J453/ﾏﾀ

7 わらしべ長者　日本民話選 木下 順二作 岩波書店 2000 J913/ｷｼ

8 石の中のうずまきアンモナイト
三輪 一雄文・絵
松岡 芳英写真

福音館書
店

2010 J457/ﾐｶ

9 大どろぼうホッツェンプロッツ
プロイスラー作
トリップ絵

偕成社 2010 J943/ﾌｵ

10 エンザロ村のかまど
さくま ゆみこ文
沢田 としき絵

福音館書
店

2009 J333/ｻｴ

11 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 2002 JE/ｾﾙ

12 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 JE/ﾌﾏ

13 つるばら村のパン屋さん
茂市 久美子作
中村 悦子絵

講談社 1998 J913/ﾓｸ

14 世界のむかしばなし
瀬田 貞二訳
太田 大八絵

のら書店 2000 J908/ｾｶ

15 赤い卵のひみつ
樋口 広芳著
鈴木 まもる絵

小峰書店 2011 J488/ﾋﾋ

16 ほんとうの空色
バラージュ作
徳永 康元訳

岩波書店 2001 J993/ﾊﾍ



小学校５年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1
あなたが世界を変える日　１２歳の少女が
環境サミットで語った伝説のスピーチ

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 2003 J519/ｶｾ

2 アンジュール ガブリエル・バンサン作
ブックロー
ン出版

1986 JE/ｳｶ

3
せいめいのれきし　地球上にせいめいがう
まれたときからいままでのおはなし

バージニア・リー・バートン文・
絵
いしい ももこ訳

岩波書店 2015 J460/ﾊｳ

4 みどりのゆび
モーリス・ドリュオン作
安東 次男訳
ジャクリーヌ・デュエーム絵

岩波書店 1977 J953/ﾄﾓ

5
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
中村 鈴子画

合同出版 1999 J372/ｲﾐ

6 リターン!
山口 理作
岡本 順絵

文研出版 2011 J913/ﾔｻ

7 車いすはともだち 城島 充著 講談社 2017 J536/ｼﾐ

8 西遊記　１～３
呉 承恩原作   唐 亜明文
于 大武絵

偕成社 2006 JE/ｳﾀ

9 二分間の冒険 岡田 淳著 偕成社 1991 J913/ｵｼ

10 冒険者たち　ガンバと１５ひきの仲間 斎藤 惇夫作 岩波書店 2000 J913/ｻｱ

11 ギルガメシュ王ものがたり
ルドミラ・ゼーマン文・絵
松野 正子訳

岩波書店 1993 JE/ｾﾙ

12 こども文様ずかん 下中 菜穂著 平凡社 2010 J727/ｼﾅ

13 セロひきのゴーシュ
宮沢 賢治作
茂田井 武画

福音館書
店

1974 J913/ﾐｹ

14 つくも神
伊藤 遊作
岡本 順画

ポプラ社 2004 J913/ｲﾕ

15
ねらわれた星　星新一ショートショートセレク
ション

星 新一作
和田 誠絵

理論社 2001 J913/ﾎｼ

16 バッテリー　１～６
あさの あつこ作
佐藤 真紀子絵

教育画劇 1996 J913/ｱｱ

17 はるにれ 姉崎 一馬写真
福音館書
店

1981 JE/ｱｶ

18 ぼくたちのリアル
戸森 しるこ著
佐藤 真紀子絵

講談社 2016 J913/ﾄｼ

19 ホビットの冒険　上・下
J.R.R.トールキン作
瀬田 貞二訳

岩波書店 2000 J933/ﾄｼ

20 わたしも水着をきてみたい
オーサ・ストルク作
ヒッテ・スペー絵
きただい えりこ訳

さ・え・ら
書房

2017 J949/ｽｵ

21 宮沢賢治　銀河鉄道の童話詩人 西本 鶏介著 講談社 1982 J289/ﾐｹ

22 俳句はいかが 五味 太郎作・絵 岩崎書店 1994 J911/ｺﾀ

23 飛ぶ教室
ケストナー作
髙橋 健二訳

岩波書店 1962 J943/ｹｴ

24 百まいのドレス
エレナー・エスティス作
石井 桃子訳
ルイス・スロボドキン絵

岩波書店 2006 J933/ｴｴ

25 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
フィリップ・ホプマン絵

汐文社 2015 J209/ﾃﾋ



小学校６年生
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 クローディアの秘密
E.L.カニグズバーグ作
松永 ふみ子訳

岩波書店 2000 J933/ｶｴ

2 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 J933/ ﾋｱ

3 トモ、ぼくは元気です 香坂 直著 講談社 2006 J913/ｺﾅ

4 夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実作 徳間書店 2001 J913/ﾕｶ

5 時をさまようタック
ナタリー・バビット作
小野 和子訳

評論社 1989 J933/ﾊﾅ

6
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 小峰書店 2006 J453/ﾊｼ

7 星の王子さま
サン・テグジュペリ作
内藤 濯訳

岩波書店 2000 J953/ｻｱ

8
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 J453/ｵｻ

9 二年間の休暇　上・下
J.ベルヌ作
朝倉 剛訳

福音館書
店

2002 J953/ｳｼ

10
0.1ミリのタイムマシン　地球の過去と未来
が化石から見えてくる

須藤 斎著
くもん出
版

2008 J457/ｽｲ

11 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 J913/ｺﾘ

12 アンネ・フランク　絵本
ジョゼフィーン・プール文
アンジェラ・バレット絵

あすなろ
書房

2005 JE/ﾊｱ

13 オーロラの向こうに 松本 紀著 教育出版 2007 J295/ﾏﾉ

14 ネルソン・マンデラ　自由へのたたかい
パム・ポラック著
メグ・ベルヴィソ著

ポプラ社 2014 J289/ﾏﾈ

15 伊能忠敬
国松 俊英著
十々夜画

岩崎書店 2011 J289/ｲﾀ

16 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館著 童心社 2007 J457/ﾊﾔ

17
今昔物語集　今も昔もおもしろい!おかしくて
ふしぎな平安時代のお話集

令丈 ヒロ子著
つだ なおこ絵

岩崎書店 2014 J918/ｽﾄ

18 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

BL出版 2008 J669/ｶﾏ

19 精霊の守り人　「守り人」シリーズ　1
上橋 菜穂子作
二木 真希子絵

偕成社 1996 J913/ｳﾅ

20 津波ものがたり
山下 文男著
箕田 源二郎画

童心社 2011 J453/ﾔﾌ

21
鉄は魔法つかい　命と地球をはぐくむ「鉄」
物語

畠山 重篤著
スギヤマ カナヨ絵

小学館 2011 J452/ﾊｼ

22 暑さとくらし　図解こどもエコライフ　
鈴木 信恵著
宿谷 昌則監修

ほるぷ出
版

2012 J498/ｽﾉ


