
鳥（国語 小学１年 上 『くちばし』）
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 うみのとり 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

2 かわやぬまのとり 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

3 シジュウカラととりたち 得田之久／ぶん 福音館書店 １９９９．４

4 雑木林の鳥たち 嶋田忠／写真と文 新日本出版社 １９８０．４

5 そうげんのとり 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

6 どこいくの？ 高田勝／文 福音館書店 １９９９．３

7 とり フレーベル館 １９９１．３

8 とり 杉森文夫／監修 フレーベル館 ２００５．１

9 うみのとり 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

10 鳥のくちばし図鑑 国松俊英／文 岩崎書店 ２００７．３

11 なぜなに　とり 世界文化社 １９９５．１２

12 にわやこうえんにくるとり 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

13 ハヤブサの四季 伊藤正清／写真 あかね書房 ２００５．４

14 フクロウ 福田俊司／著 あかね書房 ２００５．４

15 ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木まもる／作・絵 偕成社 ２００５．５

16 やまのとり　Ⅰ 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

17 やまのとり　Ⅱ 薮内正幸／ぶん・え 福音館書店 ２０１３．４

第７章　テーマ別、単元別図書リスト
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じどう車くらべ（国語 小学１年 下 『じどう車くらべ』）
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1
はたらくじどう車　しごととつくり　１
ブルドーザー・ショベルカー

小峰書店編集部／編 小峰書店 ２０１６．４

2
はたらくじどう車　しごととつくり　２
しょうぼう車・きゅうきゅう車

小峰書店編集部／編 小峰書店 ２０１６．４

3
はたらくじどう車　しごととつくり　３
パトカー・白バイ

小峰書店編集部／編 小峰書店 ２０１６．４

4
はたらくじどう車　しごととつくり　４
バス・トラック

小峰書店編集部／編 小峰書店 ２０１６．４

5
はたらくじどう車　しごととつくり　５
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 ２０１６．４

6
はたらくじどう車　しごととつくり　６
じょうよう車

小峰書店編集部／編 小峰書店 ２０１６．４

7 はたらく車
ネイチャー＆サイエンス／編
著，元浦年康／ほか写真

偕成社 ２０１５．２

8 くらしをまもる車
ネイチャー＆サイエンス／編
著，元浦年康／ほか写真

偕成社 ２０１５．２

9 はたらくくるま 小賀野実／写真 ひかりのくに ２０１４．１０

10
すごいぞ！！重機大集合　１
ブルドーザー・ドリルジャンボ・パイルドライバーほか

〔ニシ工芸株式会社〕／
〔作〕，〔小賀野実〕／〔写真〕

汐文社 ２０１４．８

11
すごいぞ！！重機大集合　２
パワーショベル・解体機・ホイールローダーほか

〔ニシ工芸株式会社〕／
〔作〕，〔小賀野実〕／〔写真〕

汐文社 ２０１４．１０

12
すごいぞ！！重機大集合　３
クレーン車・ダンプトラック・除雪車ほか

〔ニシ工芸株式会社〕／
〔作〕，〔小賀野実〕／〔写真〕

汐文社 ２０１４．１１

13
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで　１
しょうぼうしょの車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 ２０１３．１１

14
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで　２
けいさつの車・きんきゅうの車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 ２０１４．３

15
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで　３
工事の車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 ２０１３．１２

16
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで　４
くらしをささえる車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 ２０１３．１２

17
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで　５
人やものをはこぶ車

こどもくらぶ／編 岩崎書店 ２０１４．２

18
大きなずかんはたらくじどう車　１
バス・トラック・ダンプカー

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 ２０１３．２

19
大きなずかんはたらくじどう車　２
ショベルカー・クレーン車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 ２０１３．２

20
大きなずかんはたらくじどう車　３
しょうぼう車・きゅうきゅう車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 ２０１３．２

21
大きなずかんはたらくじどう車　４
せいそう車・ミキサー車

元浦年康／写真・監修 学研教育出版 ２０１３．２

22
くらべてみよう！はたらくじどう車　１
しょうぼう車

市瀬義雄／監修・写真 金の星社 ２０１１．２

23
くらべてみよう！はたらくじどう車　２
パトロールカー・きゅうきゅう車

市瀬義雄／監修・写真 金の星社 ２０１１．３

24
くらべてみよう！はたらくじどう車　３
ブルドーザー・パワーショベル

市瀬義雄／監修・写真 金の星社 ２０１１．３

25
くらべてみよう！はたらくじどう車　４
バス・トラック

市瀬義雄／監修・写真 金の星社 ２０１１．３

26
くらべてみよう！はたらくじどう車　５
せいそう車・じょせつ車

市瀬義雄／監修・写真 金の星社 ２０１１．３

27
人びとをまもるのりもののしくみ　１
消防車

こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 ２０１１．１０

28
人びとをまもるのりもののしくみ　２
レスキュー車

こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 ２０１１．１１

29
人びとをまもるのりもののしくみ　３
救急車

こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 ２０１１．１２

30 消防車とハイパーレスキュー モリナガ・ヨウ／作 あかね書房 ２０１０．７
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じどう車くらべ（国語 小学１年 下 『じどう車くらべ』）
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

31
のりもののしくみ見学　１
自動車

クリス・オックスレイド／著，市
川克彦／監修

ほるぷ出版 ２００９．９

32
のりもののしくみ見学　２
オートバイ

クリス・オックスレイド／著，市
川克彦／監修

ほるぷ出版 ２００９．１０

33
のりもののしくみ見学　３
トラック

クリス・オックスレイド／著，市
川克彦／監修

ほるぷ出版 ２００９．１２

34
のりもののしくみ見学　４
飛行機

クリス・オックスレイド／著，市
川克彦／監修

ほるぷ出版 ２０１０．１

35
はたらくじどう車スーパーずかん　１
しょうぼう車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 ２００８．４

36
はたらくじどう車スーパーずかん　２
パトロールカー・きゅうきゅう車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 ２００８．４

37
はたらくじどう車スーパーずかん　３
ブルドーザー・パワーショベル

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 ２００８．４

38
はたらくじどう車スーパーずかん　４
バス・トラック

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 ２００８．４

39
はたらくじどう車スーパーずかん　５
せいそう車・いどうとしょかん車

小賀野実／監修・写真 ポプラ社 ２００８．４

40
はたらくじどうしゃ　１
きんきゅう自動車

海老原美宜男／監修 国土社 ２００２．２

41
はたらくじどうしゃ　２
パワフル自動車

海老原美宜男／監修 国土社 ２００２．２

42
はたらくじどうしゃ　３
いろいろな自動車

海老原美宜男／監修 国土社 ２００２．２

43
はたらくじどうしゃ　４
身近な自動車

海老原美宜男／監修 国土社 ２００２．３

44
はたらくじどうしゃ　５
自動車なんでも百科

海老原美宜男／監修 国土社 ２００２．３
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 はまべにはいしがいっぱい
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 ２０１２．４

2 シオドアとものいうきのこ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 ２０１１．２

3 マックマウスさん
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 ２０１０．１

4 ６わのからす
レオ・レオーニ／作，谷川
俊太郎／訳

あすなろ書房 ２００９．５

5 ニコラスどこにいってたの？
レオ・レオーニ／作，谷川
俊太郎／訳

あすなろ書房 ２００９．１

6 チコときんいろのつばさ
レオ・レオーニ／著，さくま
ゆみこ／訳

あすなろ書房 ２００８．８

7 どうするティリー？
レオ・レオーニ／著，谷川
俊太郎／訳

あすなろ書房 ２００２．８

8 いろいろ１ねん
レオ・レオーニ／著，谷川
俊太郎／訳

あすなろ書房 ２０００．１

9 びっくりたまご
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９９６．５

10 マシューのゆめ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９９２．１

11 ぼくのだ！わたしのよ！
レオ＝レオニ／〔作〕，谷川
俊太郎／訳

好学社 １９８９．５

12 ここにいたい！あっちへいきたい！
レオ・レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８７．６

13 フレデリック
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８７．３

14 うさぎたちのにわ
レオ・レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８７．２

15 ひとあしひとあし
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８７．２

16 アレクサンダとぜんまいねずみ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８７．１

17 コーネリアス
レオ・レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８３．９

18 うさぎをつくろう
レオ・レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８２．７

20 おんがくねずみジェラルディン
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９８０．３

21 せかいいちおおきなうち
レオ・レオニ／［作］，谷川
俊太郎／訳

好学社 １９８０

22 あいうえおのき
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９７９．３

23 みどりのしっぽのねずみ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９７９．３

24 じぶんだけのいろ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９７８．６

25 ペツェッティーノ
レオ＝レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９７８．６

26 さかなはさかな
レオ・レオニ／作，谷川俊
太郎／訳

好学社 １９７５

27 あおくんときいろちゃん
レオ・レオ－ニ／作，藤田
圭雄／訳

至光社 １９６７

「レオ＝レオニ」著書（国語 小学２年 上 『スイミー』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 いたずらおばけ　イギリス民話
瀬田貞二／再話，和田義三
／画

福音館書店 ２０１７．１

2
どうしてカは耳のそばでぶんぶんいうの？　西アフリ
カの民話より

ヴェルナ・アールデマ／ぶ
ん，さがのやよい／やく

童話館出版 ２０１６．８

3 まんまるぱん　人形絵本，ロシア民話
片山ふえ／やく，Ｙｏｋｏ－Ｂｏ
ｎ／にんぎょう

群像社 ２０１５．６

4 ブラジルのむかしばなし１ カメの笛の会／編
東京子ども図
書館

２０１１．３

5 ブラジルのむかしばなし２ カメの笛の会／編
東京子ども図
書館

２０１３．３

6 ブラジルのむかしばなし３ カメの笛の会／編
東京子ども図
書館

２０１３．３

7 カナリア王子　イタリアのむかしばなし
イタロ・カルヴィーノ／再話，
安藤美紀夫／訳

福音館書店 ２００８．１０

8 やっとわかったぞ！
ジョージ・シャノン／文，福本
友美子／訳

晶文社 ２００５．１１

9 子どもに語るモンゴルの昔話
蓮見治雄／訳・再話，平田美
恵子／再話

こぐま社 ２００４．１１

10 巨人の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．９

11 こびとの本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．８

12 ３６６日のむかし話
谷真介／編，あべ弘士／〔ほ
か〕絵

講談社 ２００４．７

13 魔法の物語　ロシア民話
Ａ．アファナーシェフ／再話，
河葉田たか子／訳

日本エディ
タースクール

２００４．４

14 子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子／訳・再話 こぐま社 ２００３．６

15 ネギをうえた人　朝鮮民話選 金素雲／編 岩波書店 ２００１．８

16 ウズベクのむかしばなし
シェルゾッド・ザヒドフ／再
話，落合かこ／〔ほか〕訳

新読書社 ２０００．３

17 ブータンの民話と伝説
クンサン・チョデン／〔著〕，今
枝由郎／訳

白水社 １９９８．５

18 ふたりの巨人　アイルランドのむかしばなし
エドナ・オブライエン／再話，
むろの会／訳

新読書社 １９９７．３

19 ピーターおじいさんの昔話
アーサー・ランサム／著，神
宮輝夫／訳

パピルス １９９４．９

20 ストーリーテラーたち　現代アメリカのフォークロア
ジミー・ニール・スミス／編
著，阿彦周宜／訳

大修館書店 １９９２．１１

21
大人と子どものための世界のむかし話　６
ペルー・ボリビアのむかし話

偕成社 １９８９．１０

22
大人と子どものための世界のむかし話　７
スペインのむかし話

偕成社 １９９０．１

23
大人と子どものための世界のむかし話　８
インドネシアのむかし話

偕成社 １９９０．１

24
大人と子どものための世界のむかし話　１０
タイのむかし話

偕成社 1990.3 １９９０．３

25
大人と子どものための世界のむかし話　１４
ビルマ（ミャンマー）のむかし話

偕成社 １９９１．４

26
大人と子どものための世界のむかし話　１５
ベトナムのむかし話

偕成社 １９９１．３

27
大人と子どものための世界のむかし話　１６
アラブのむかし話

偕成社 １９９１．４

28
大人と子どものための世界のむかし話　１７
アメリカのむかし話

偕成社 １９９１．４

29
大人と子どものための世界のむかし話　１８
ユダヤのむかし話

偕成社 １９９１．４

30
大人と子どものための世界のむかし話　２０
カナダのむかし話

偕成社 １９９１．４

世界のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

世界のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）

31 みどりの小鳥　イタリア民話選
イタロ・カルヴィーノ／作，河
島英昭／訳

岩波書店 １９７８．４

32 りこうな子ども　アジアの昔話
松岡享子／編・訳，下田昌克
／絵

こぐま社 ２０１６．１

33
さてさて、きょうのおはなしは…　日本と世界のむかし
ばなし

瀬田貞二／再話・訳，野見山
響子／画

福音館書店 ２０１７．１

34 お静かに、父が昼寝しております　ユダヤの民話 母袋夏生／編訳 岩波書店 ２０１５．１２

35 パンぼうや　ロシアのむかしばなし
マーシャ・ブラウン／さく，お
がわきよし／やく

童話館出版 ２０１４．１２

36 三本の金の髪の毛　中・東欧のむかしばなし
松岡享子／訳，降矢なな／
絵

のら書店 ２０１３．４

37 金色の髪のお姫さま　チェコの昔話集
カレル・ヤロミール・エルベン
／文，木村有子／訳

岩波書店 ２０１２．１１

38 アーサー・ランサムのロシア昔話
アーサー・ランサム／〔著〕，
神宮輝夫／訳

白水社 ２００９．４

39 いちばんたいせつなもの　バルカンの昔話
八百板洋子／編・訳，ル
ディ・スコチル／画

福音館書店 ２００７．３

40 あたまをひねろう！
ジョージ・シャノン／文，福本
友美子／訳

晶文社 ２００５．１０

41 王と女王の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．１０

42 人魚の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．９

43 悪魔の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．７

44 魔法使いの本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．６

45 ノルウェーの昔話
アスビョルンセン／編，モー
／編，大塚勇三／訳

福音館書店 ２００３．１１

46 太陽の木の枝
Ｊ．フィツォフスキ／再話，内
田莉莎子／訳

福音館書店 ２００２．９

47 子どもに語るトルコの昔話 児島満子／編・訳 こぐま社 ２０００．１１

48 子どもに語るアイルランドの昔話
渡辺洋子／編訳，茨木啓子
／編訳

こぐま社 １９９９．１１

49 花仙人　中国の昔話 松岡享子／文，蔡皋／画 福音館書店 １９９８．１

50 吸血鬼の花よめ　ブルガリアの昔話
八百板洋子／編・訳，高森登
志夫／絵

福音館書店 １９９６．６

51 なぞとき名人のお姫さま　フランスの昔話
山口智子／編・訳，パトリス・
アリスプ／絵

福音館書店 １９９５．１１

52 お日さまと世界をまわろう　国連加盟国の民話集
国連ウイメンズ・ギルド／編，
多賀谷千恵子／訳

ぬぷん児童
図書出版

１９９２．８

53 ロシアの昔話
内田莉莎子／編・訳，タチ
ヤーナ・マブリナ／画

福音館書店 １９８９．６

54 子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎／編
実業之日本
社

１９８８．５

55 金のリンゴと九羽のクジャク 直野敦／訳，赤坂三好／絵 小峰書店 １９８７．１１

56 黒いお姫さま　ドイツの昔話
ヴィルヘルム・ブッシュ／採
話，上田真而子／編・訳，

福音館書店 １９９１．２

57 石の羊と黄河の神　中国の民話 石川鶴矢子／訳 筑摩書房 １９８９．５

58 中国の民話　薬草編　上巻
繆文渭／編，石川鶴矢子／
訳，田原／絵

東京美術 １９８７．１２

59 中国の民話　薬草編　下巻
繆文渭／編，石川鶴矢子／
訳，田原／絵

東京美術 １９８７．１２

60 ドロミテの王子
トミー・デ・パオラ／さく，ゆあ
さふみえ／やく

ほるぷ出版 １９８５．６
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61 大ムカデたいじ　韓国の昔ばなし 崔仁鶴／採話，申東雨／絵 小峰書店 １９８５．６

62 イギリスとアイルランドの昔話
石井桃子／編・訳，Ｊ．Ｄ．バ
トン／画

福音館書店 １９８１．１１

63 アメリカのむかし話 渡辺茂男／編訳 偕成社 １９７７．１２

64 くつやのドラテフカ　ポーランドの昔話
ヤニーナ・ポラジンスカ／文，
足達和子／訳

福音館書店 ２０１５．９

65 みどりの小鳥　イタリア民話選
イタロ・カルヴィーノ／作，河
島英昭／訳

岩波書店 ２０１３．１２

66 ゴハおじさんのゆかいなお話　エジプトの民話
デニス・ジョンソン－デイ
ヴィーズ／再話

徳間書店 ２０１０．１

67 あべこべものがたり　北欧民話
光吉夏弥／再話，箕田源二
郎／え

大日本図書 ２０１０．１１

68 子どもに語る中国の昔話
松瀬七織／訳，湯沢朱実／
再話

こぐま社 ２００９．３

69
セレンディップの三人の王子たち　ペルシアのおとぎ
話

竹内慶夫／編訳 偕成社 ２００６．１０

70 どうしてかわかる？
ジョージ・シャノン／文，福本
友美子／訳

晶文社 ２００５．１０

71 魔女の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．１０

72 怪物の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．８

73 王子と王女の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．７

74 竜の本
ルース・マニング＝サンダー
ズ／著，西本鶏介／訳

ブッキング ２００４．６

75 語りつぐ人びと・インドの民話 長弘毅／著・訳 福音館書店 ２００３．９

76 子どもに語る北欧の昔話
福井信子／編訳，湯沢朱実
／編訳

こぐま社 ２００１．１２

77 世界のむかしばなし
瀬田貞二／訳，太田大八／
絵

のら書店 ２０００．１０

78 だまされたトッケビ　韓国の昔話
神谷丹路／編・訳，チョンス
ンガク／絵

福音館書店 １９９９．６

79 アムール地方の民話
ドミートリー・ナギシキン／再
話，小檜山奮男／訳

新読書社 １９９７．６

80 こども世界の民話 上 内田莉莎子／〔ほか〕著
実業之日本
社

１９９５．１２

81 こども世界の民話　下 内田莉莎子／〔ほか〕著
実業之日本
社

１９９５．１２

82 すんだことはすんだこと
ワンダ・ガアグ／再話・え，
佐々木マキ／やく

福音館書店 １９９１．５

83 悲しい魔女　インドネシアの物語 松本亮／著 筑摩書房 １９８６．１

84 魚の騎士　スペイン・ポルトガルの昔ばなし
三原幸久／編訳，赤坂三好
／絵

小峰書店 １９８５．６

85 半分人間　ギリシアの昔ばなし
おざわとしお／編訳，井上洋
介／絵

小峰書店 １９８５．６

86 ものいうバナナ　南太平洋の昔ばなし
山下欣一／編訳，井上洋介
／絵

小峰書店 １９９０．３

87 人間だって空を飛べる　アメリカ黒人民話集
ヴァージニア・ハミルトン／語
り・編，金関寿夫／訳

福音館書店 １９８９．３

88 おばけのトッカビ　朝鮮の民話
松谷みよ子／再話，梶山俊
夫／絵

太平出版社 １９８６．５

89 カエル王女　中南米の昔ばなし
三原幸久／訳，おぼまこと／
絵

小峰書店 １９８６．２

90 いちばん美しい花嫁　オーストリアの昔ばなし
飯豊道男／編訳，小野かお
る／絵

小峰書店 １９８５．６
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91 ヌハスの巨人　アフリカの民話 立石巌／再話，粟津潔／絵 太平出版社 １９８５．６

92 さんねん峠　朝鮮のむかしばなし 李錦玉／作，朴民宜／絵 岩崎書店 １９８１．２

93 アジアの昔話　１
ユネスコ・アジア文化セン
ター／編集，松岡享子／訳

福音館書店 １９７５．３

94 アジアの昔話　２
ユネスコ・アジア文化セン
ター／編集，松岡享子／訳

福音館書店 １９７５．９

95 プーカの谷　アイルランドのこわい話
渡辺洋子／編・訳，野田智裕
／絵

こぐま社 ２０１７．１０

96 ふしぎな銀の木　スリランカの昔話
シビル・ウェッタシンハ／再
話・絵，松岡享子／訳

福音館書店 ２０１７．６

97 りこうな子ども　アジアの昔話
松岡享子／編・訳，下田昌克
／絵

こぐま社 ２０１６．１０

98
メルヘンビルダー　フィッシャーが描いたグリムの昔
話

グリム／〔著〕，佐々梨代子／
訳

こぐま社 ２０１３．７

99 ゴナンとかいぶつ　モンゴルの昔話より
イチンノロブ・ガンバートル／
文，津田紀子／訳

偕成社 ２０１３．３

100 金色の髪のお姫さま　チェコの昔話集
カレル・ヤロミール・エルベン
／文，アルトゥシ・シャイネル

岩波書店 ２０１２．１１

101 ナスレディンのはなし　トルコの昔話
八百板洋子／再話，佐々木
マキ／絵

福音館書店 ２０１２．３

102 子どもに語るイギリスの昔話 松岡享子／編・訳 こぐま社 ２０１０．１０

103 たなばた　中国の昔話
君島久子／再話，初山滋／
画

福音館書店 ２００９．４

104 ディック・ウィッティントンとねこ　イギリスの昔話
マーシャ・ブラウン／さいわ・
え，まつおかきょうこ／やく

アリス館 ２００７．６

105 いちばんたいせつなもの　バルカンの昔話
八百板洋子／編・訳，ル
ディ・スコチル／画

福音館書店 ２００７．３

106 子どもに語るモンゴルの昔話
蓮見治雄／訳・再話，平田美
恵子／再話

こぐま社 ２００４．１１

107 トッケビのこんぼう　韓国の昔話
チョン・チャジュン／文，ハ
ン・ビョンホ／絵，藤本朝巳

平凡社 ２００３．７

108 笛ふきイワーヌシカ　ロシアの昔話
ミハイル・ブラートフ／再話，
松谷さやか／訳，ワレーリー・

偕成社 ２００１．５

109 セルコ　ウクライナの昔話
内田莉莎子／文，ワレンチ
ン・ゴルディチューク／絵

福音館書店 ２００１．２

110 しごとをとりかえただんなさん　ノルウェーの昔話
ウィリアム・ウィースナー／え，
あきのしょういちろう／やく

童話館出版 ２００２．９

111 まほうのたいこ　シベリアの昔話
うちだりさこ／ぶん，シェイマ・
ソイダン／え

福音館書店 ２０００．６

112
三つのオレンジ　ミルクのように白く血のように赤い
娘，イタリアの昔話

剣持弘子／文，小西英子／
絵

偕成社 １９９９．１

113 三びきのこぶた　イギリス昔話
瀬田貞二／やく，山田三郎
／え

福音館書店 １９９８．３

114
ノックメニーの丘の巨人とおかみさん　アイルランドの
昔話

トミー・デ・パオラ／再話・絵，
晴海耕平／訳

童話館出版 １９９７．９

115 ききみみずきん　日本昔話より
こわせたまみ／文，馬場のぼ
る／絵

フレーベル館 １９９６．３

116 なぞとき名人のお姫さま　フランスの昔話
山口智子／編・訳，パトリス・
アリスプ／絵

福音館書店 １９９５．１１

117 ジャックとまめのき　イギリスの昔話より
早野美智代／文，なかのひ
ろたか／絵

フレーベル館 １９９５．５

118 漁師とおかみさん　グリムの昔話 グリム／〔作〕，乾侑美子／訳 童話館 １９９５．２

119 Ｒａｖｅｎ　光をもたらしたカラス，アメリカ先住民の昔話
ジェラルド・マクダーモット／
再話と絵，はるみこうへい／

童話館 １９９４．１２

120 ねずみのけっこん　マヤ族の昔話
ジュディス・デュプレ／文，晴
海耕平／訳

童話館 １９９４．９
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121 子どもに語るグリムの昔話　１
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９０．１０

122 子どもに語るグリムの昔話　３
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９１．１０

123 子どもに語るグリムの昔話　５
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９２．１０

124 子どもに語るグリムの昔話　２
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９１．４

125 子どもに語るグリムの昔話　４
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９２．４

126 子どもに語るグリムの昔話　６
グリム兄弟／〔著〕，佐々梨代
子／訳

こぐま社 １９９３．５

127 ごちそうの木　タンザニアのむかしばなし
ジョン・キラカ／作，さくまゆ
みこ／訳

西村書店東
京出版編集

２０１７．８

128 いたずらおばけ　イギリス民話
瀬田貞二／再話，和田義三
／画

福音館書店 ２０１７．１

129 くつやのドラテフカ　ポーランドの昔話
ヤニーナ・ポラジンスカ／文，
足達和子／訳

福音館書店 ２０１５．９

130 まめじかカンチルの冒険　インドネシアの昔話
松井由紀子／再話，安井寿
磨子／絵

福音館書店 ２０１３．４

131 イワーシェチカと白い鳥　ロシアの昔話
Ｉ．カルナウーホワ／再話，松
谷さやか／訳，

福音館書店 ２０１３．１

132 赤ずきん　グリムの昔話 グリム／〔文〕,大塚勇三／訳 福音館書店 ２０１２．６

133 たいへんたいへん　イギリス昔話
渡辺茂男／やく，長新太／
え

福音館書店 ２０１１．４

134
仕立屋のニテチカさんが王さまになった話　ポーラン
ドの昔話

コルネル・マクシンスキ／再
話，足達和子／訳

偕成社 ２０１０．３

135 子どもに語る中国の昔話
松瀬七織／訳，湯沢朱実／
再話

こぐま社 ２００９．３

136 子どもに語るロシアの昔話
伊東一郎／訳・再話，茨木啓
子／再話

こぐま社 ２００７．４

137 へそまがり昔話
ロアルド・ダール／著，クェン
ティン・ブレイク／絵，灰島か

評論社 ２００６．６

138 きつねとうさぎ　ロシアの昔話
フランチェスカ・ヤールブソワ
／絵，こじまひろこ／訳

福音館書店 ２００３．１１

139 グリムの昔話　１（野の道編）
グリム／〔著〕，矢崎源九郎／
訳，

童話館出版 ２０００．１０

140 グリムの昔話　２（林の道編）
グリム／〔著〕，矢崎源九郎／
訳

童話館出版 ２０００．１２

141 グリムの昔話　３（森の道編）
グリム／〔著〕，矢崎源九郎／
訳

童話館出版 ２００１．４

142 るんぷんぷん　昔話おとぎ話の行進
ハンス・フィッシャー／作，さ
とうわきこ／ことば

架空社 ２０００．９

143 妖精にさらわれた男の子　アイルランドの昔話
Ｗ．Ｂ．イェイツ／作，Ｎ．フィ
リップ／編，山内玲子／訳

岩波書店 １９９９．７

144 わらのうし　ウクライナの昔話
内田莉莎子／文，ワレンチ
ン・ゴルディチューク／絵

福音館書店 １９９８．９

145 シーフカ・ブールカまほうの馬　ロシアの昔話
Ｍ．ブラートフ／再話，松谷
さやか／訳

福音館書店 １９９７．９

146 にげだしたかたやきパン　イギリスの昔話より
間所ひさこ／文，太田大八／
絵

フレーベル館 １９９６．４

147 おおきなかぶ　ロシアの昔話より
松谷さやか／文，おぼまこと
／絵

フレーベル館 １９９６．１

148 山の上の火　エチオピアの昔話
ハロルド・クーランダー／文，
渡辺茂男／訳

ジー・シー・プ
レス

１９９５．７

149 さんびきのこぶた　イギリスの昔話より 山脇恭／文，中村景児／絵 フレーベル館 １９９５．４

150 ねずみのよめいり
間所ひさこ／文，小沢良吉／
絵

チャイルド本
社

１９９４．１２
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世界のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）

151 三びきのこぶた　イギリスの昔話
ポール・ガルドン／え，晴海
耕平／やく

童話館 １９９４．１０

152 ルンペルシュティルツヘン　グリムの昔話 グリム／〔作〕，乾侑美子／訳 童話館 １９９４．７

153 よるの森のひみつ　スイス南部の昔話より
エベリーン・ハスラー／文，若
林ひとみ／訳

富山房 １９９３．１１

154 ヤンメイズとりゅう　中国の昔話
松居直／再話，関野喜久子
／再話，譚小勇／絵

福音館書店 １９９４．６

155
ティーニイタイニイちいちゃいおばちゃん　イギリスの
こわーい昔話

ジル＝ベネット／再話，ゆあ
さふみえ／訳

偕成社 １９８８．９

156 三びきのこぶた　イギリスの昔話
瀬田貞二／さく，山田三郎／
え

福音館書店 １９８２．９

157 うるわしのワシリーサ　ロシアの昔話から
イヴァン・ビリービン／え，た
なかやすこ／やく

ほるぷ出版 １９８６．５
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 うしかたとやまうば
瀬田貞二／再話，関野凖一
郎／画

福音館書店 ２０１６．３

2 うりひめとあまんじゃく
稲田和子／再話，小西英子
／画

福音館書店 ２０１６．３

3 おんちょろちょろ　日本民話
瀬田貞二／再話，梶山俊夫
／画

福音館書店 ２０１６．３

4 きつねとかわうそ 梶山俊夫／再話・画 福音館書店 ２０１６．３

5 さるとびっき　山形の昔話
武田正／再話，梶山俊夫／
画

福音館書店 ２０１６．３

6 たぬきえもん
藤巻愛子／再話，田澤茂／
絵

福音館書店 ２０１６．３

7 天のかみさま金んつなください
津谷タズ子／再話，梶山俊
夫／画

福音館書店 ２０１６．３

8 ねずみのおよめさん 小野かおる／再話　画 福音館書店 ２０１６．３

9 ねむりむしじらぁ　沖繩の民話
川平朝申／再話，儀間比呂
志／版画

福音館書店 ２０１６．３

10 まのいいりょうし
瀬田貞二／再話，赤羽末吉
／画

福音館書店 ２０１６．３

11 いたずらぎつね
中川李枝子／文，山脇百合
子／絵

のら書店 ２００８．２

12 ねこのおんがえし
中川李枝子／文，山脇百合
子／絵

のら書店 ２００７．１２

13 子どもに語るロシアの昔話
伊東一郎／訳・再話，茨木
啓子／再話

こぐま社 ２００７．４

14 雪の夜に語りつぐ（新潟県）
笠原政雄／語り，中村とも子
／編，吉本宗／画

福音館書店 ２００４．２

15 洲本八だぬきものがたり（淡路島）
木戸内福美／文，長野ヒデ
子／絵

アリス館 ２００２．８

16 ２１世紀に残したい沖縄の民話２１話
遠藤庄治／文，安室二三雄
／絵

琉球新報社 ２０００．７

17 だまされたトッケビ　韓国の昔話
神谷丹路／編・訳，チョンス
ンガク／絵

福音館書店 １９９９．６

18 こぶとり
松谷みよ子／文，野村俊夫
／絵

講談社 １９９７．６

19 子どもに語るアジアの昔話１ 松岡享子／訳 こぐま社 １９９７．２

20 子どもに語るアジアの昔話２ 松岡享子／訳 こぐま社 １９９７．２

21 子どもに語る日本の昔話３
稲田和子／著，筒井悦子／
著

こぐま社 １９９６．８

22 子どもに語る日本の昔話　２
稲田和子／著，筒井悦子／
著

こぐま社 １９９５．１２

23 日本のお話１００　有名な昔話・各地の昔話　続 やすいすえこ／文 フレーベル館 １９９５．１２

24 日本の昔話　１
おざわとしお／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 １９９５．１０

25 日本の昔話　２
おざわとしお／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 １９９５．１０

26 日本の昔話　３
おざわとしお／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 １９９５．１０

27 日本の昔話　４
おざわとしお／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 １９９５．１０

28 日本の昔話　５
おざわとしお／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 １９９５．１０

29 千葉県ふるさとのむかし話 荒川法勝／著 暁印書館 １９９５．７

30 子どもに語る日本の昔話　１
稲田和子／著，筒井悦子／
著

こぐま社 １９９５．６

日本のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）
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日本のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）

31 日本のお話１００ やすいすえこ／文 フレーベル館 １９９４．１２

32 ８月のむかし話
谷真介／編・著，阿部肇／
絵

金の星社 １９９３．７

33 てんぐのかくれみの 日本民話の会／編 国土社 １９９２．１

34 ちからたろう
西本鶏介／作，前川かずお
／絵

偕成社 １９９０．１

35 五人の死神たちの話 谷真介／文，松本恭子／絵 国土社 １９８９．３

36 つばきとあまさん　北陸・若狭の民話
小畑昭八郎／文，小沢良吉
／絵

小峰書店 １９７７．１２

37 ふるさとのえばなし
小浜市連合婦人会／文，上
原徳治／絵

小浜市連合婦
人会

１９７７．２

38 うしかたとやまうば
瀬田貞二／再話，関野凖一
郎／画

福音館書店 ２０１６．３

39 うりひめとあまんじゃく
稲田和子／再話，小西英子
／画

福音館書店 ２０１６．３

40 おんちょろちょろ　日本民話
瀬田貞二／再話，梶山俊夫
／画

福音館書店 ２０１６．３

41 きつねとかわうそ 梶山俊夫／再話・画 福音館書店 ２０１６．３

42 さるとびっき　山形の昔話
武田正／再話，梶山俊夫／
画

福音館書店 ２０１６．３

43 たぬきえもん
藤巻愛子／再話，田澤茂／
絵

福音館書店 ２０１６．３

44 天のかみさま金んつなください
津谷タズ子／再話，梶山俊
夫／画

福音館書店 ２０１６．３

45 ねずみのおよめさん 小野かおる／再話　画 福音館書店 ２０１６．３

46 ねむりむしじらぁ　沖繩の民話
川平朝申／再話，儀間比呂
志／版画

福音館書店 ２０１６．３

47 まのいいりょうし
瀬田貞二／再話，赤羽末吉
／画

福音館書店 ２０１６．３

48 しょうとのおにたいじ
稲田和子／再話，川端健生
／画

福音館書店 ２０１０．１

49 そばがらじさまとまめじさま
小林輝子／再話，赤羽末吉
／画

福音館書店 ２００８．１０

50 かさじぞう
瀬田貞二／再話，赤羽末吉
／画

福音館書店 ２００８．４

51 かえるをのんだととさん
日野十成／再話，斎藤隆夫
／絵

福音館書店 ２００８．１

52 ふるやのもり
瀬田貞二／再話，田島征三
／絵

福音館書店 ２００７．４

53 ずいとんさん　日本の昔話
日野十成／再話，斎藤隆夫
／絵

福音館書店 ２００５．１１

54 にぎりめしのすきなだいじゃ
松谷みよ子／文，長野ヒデ子
／絵

小学館 ２００１．１１

55 かさじぞう　日本昔話より
武鹿悦子／文，本多豊国／
絵

フレーベル館 １９９６．２

56 せんりのくつ　日本昔話より
西本鶏介／文，塩田守男／
絵

フレーベル館 １９９６．１

57 だいくとおにろく　日本昔話より
今西祐行／文，和歌山静子
／絵

フレーベル館 １９９５．１２

58 ぶんぶくちゃがま　日本昔話より 岡本一郎／文，村上豊／絵 フレーベル館 １９９５．１１

59 さるじぞう　日本昔話より
矢崎節夫／文，狩野富貴子
／絵

フレーベル館 １９９５．１０

60 ふしぎなたいこ　日本昔話より 西本鶏介／文，若菜珪／絵 レーベル館 １９９５．９
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日本のむかし話（国語 小学２年 下 『スーホの白い馬』）

61 おむすびころりん　日本昔話より
こわせたまみ／文，蓬田やす
ひろ／絵

フレーベル館 １９９５．８

62 ねずみのすもう　日本昔話より 川崎洋／文，赤坂三好／絵 フレーベル館 １９９５．６

63 さるかにかっせん　日本昔話より
木暮正夫／文，二俣英五郎
／絵

フレーベル館 １９９５．５

64 わかがえりのみず　日本昔話より
木暮正夫／文，岡村好文／
絵

フレーベル館 １９９５．４

65 かみそりぎつね
尾崎美紀／文，大森真貴乃
／絵

チャイルド本
社

１９９４．１１

66 ふくろうのそめものや 小沢正／文，林蘭／絵
チャイルド本
社

１９９４．８

67 りゅうぐうへいったさる
香山美子／文，間瀬なおか
た／絵

チャイルド本
社

１９９４．７

68 なんでも見える鏡　ジプシーの昔話
フィツォフスキ／再話，内田
莉莎子／訳

福音館書店 １９８９．１１

69 若越民話の世界 杉原丈夫／著
福井県郷土誌
懇談会

１９７６．１１
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1
すがたをかえる食べものずかん
大豆・米・麦・とうもろこし・いも・牛乳・魚

石井克枝／監修 あかね書房 ２０１７．１

2
すがたをかえる食べもの　１
大豆がへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

3
すがたをかえる食べもの　２
米がへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

4
すがたをかえる食べもの　３
麦がへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

5
すがたをかえる食べもの　４
牛乳がへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

6
すがたをかえる食べもの　５
とうもろこしがへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

7
すがたをかえる食べもの　６
いもがへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

8
すがたをかえる食べもの　７
魚がへんしん！

香西みどり／監修 学研プラス ２０１６．２

9
大豆のへんしん図鑑　１
もやし・えだ豆・いり豆・きなこ

谷本雄治／指導 小峰書店 ２０１６．４

10
大豆のへんしん図鑑　２
とうふ・なっとう・みそ・しょうゆ

谷本雄治／指導 小峰書店 ２０１６．４

11
大豆のへんしん図鑑　３
大豆とくらべる食べ物のへんしん

谷本雄治／指導 小峰書店 ２０１６．４

12
大豆まるごと図鑑
すがたをかえる大豆

国分牧衛／監修 金の星社 ２０１４．２

13
お豆なんでも図鑑
いろいろな豆と加工食品が大集合！

石谷孝佑／監修 ポプラ社 ２０１３．４

14
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１
とうふができるまで

宮崎祥子／構成・文 岩崎書店 ２０１３．１１

15
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　２
みそができるまで

宮崎祥子／構成・文 岩崎書店 ２０１３．１２

16
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　３
かまぼこができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１４．２

17
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　４
チーズができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１４．３

18
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　５
パンができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１４．３

19
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　６
しょうゆができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１４．１２

20
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　７
お茶ができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１４．１１

21
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　８
ソーセージができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１５．１

22
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　９
こんにゃくができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１５．３

23
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１０
チョコレートができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１５．１

24
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１１
なっとうができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１６．１２

25
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１２
かつおぶしができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１６．１１

26
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１３
塩ができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１７．３

27
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１４
油ができるまで

宮崎祥子／構成・文，白松
清之／写真

岩崎書店 ２０１７．３

28 大豆の大研究 造事務所／編集・構成 ＰＨＰ研究所 ２００９．１２

29
おもしろふしぎ日本の伝統食材　１
なす

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．２

30
おもしろふしぎ日本の伝統食材　２
さといも

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．３

食べ物・食育（国語 小学３年 下 『すがたをかえる大豆』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

食べ物・食育（国語 小学３年 下 『すがたをかえる大豆』）

31
おもしろふしぎ日本の伝統食材　３
だいこん

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．３

32
おもしろふしぎ日本の伝統食材　４
にんじん・ごぼう

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．３

33
おもしろふしぎ日本の伝統食材　５
だいず

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．３

34
おもしろふしぎ日本の伝統食材　６
いわし

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００８．１２

35
おもしろふしぎ日本の伝統食材　７
さば

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００９．３

36
おもしろふしぎ日本の伝統食材　８
さけ

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

山漁村文化協
会

２００９．２

37
おもしろふしぎ日本の伝統食材　９
いか

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００９．３

38
おもしろふしぎ日本の伝統食材　１０
海そう

奥村彪生／作，中川学／
絵，萩原一／写真

農山漁村文化
協会

２００９．２

39
身近な食べもののひみつ　１
すがたをかえる米・麦

学習研究社 ２００９．２

40
身近な食べもののひみつ　２
すがたをかえる豆

学習研究社 ２００９．２

41
身近な食べもののひみつ　３
すがたをかえる野菜・きのこ

学習研究社 ２００９．２

42
身近な食べもののひみつ　４
すがたをかえる果実・種実

学習研究社 ２００９．２

43
身近な食べもののひみつ　５
すがたをかえる魚・海そう

学習研究社 ２００９．２

44
身近な食べもののひみつ　６
すがたをかえる肉

学習研究社 ２００９．２

45
身近な食べもののひみつ　７
すがたをかえる牛乳・たまご

学習研究社 ２００９．２

46 たべもの 三浦理代／監修 フレーベル館 ２００６．１

47 たべもの ひかりのくに ２００５．１０

48
たのしくたべようたべもの絵本　１
ごはんのはなし

農山漁村文化協会／編
農山漁村文化
協会

２００４．２

49
たのしくたべようたべもの絵本　２
やさいのはなし

農山漁村文化協会／編
農山漁村文化
協会

２００４．３

50
たのしくたべようたべもの絵本　３
おいものはなし

農山漁村文化協会／編
農山漁村文化
協会

２００４．３

51
たのしくたべようたべもの絵本　４
おまめのはなし

農山漁村文化協会／編
農山漁村文化
協会

２００４．３

52
たのしくたべようたべもの絵本　５
さかなのはなし

農山漁村文化協会／編
農山漁村文化
協会

２００４．３

53
たのしくたべようたべもの絵本　６
かいそうのはなし

農山漁村文化協会／編
山漁村文化協
会

２００４．３
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 読書の時間によむ本　小学５年生 西本鶏介／編 ポプラ社 ２００３．３

2 読書の時間によむ本　小学６年生 西本鶏介／編 ポプラ社 ２００４．２

3 ベロ出しチョンマ
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

理論社 ２０００．１１

4 ふき
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９９８．１１

5 かみなりむすめ
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９８８．７

6 ソメコとオニ
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９８７．７

7 ユとムとヒ
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９８６．９

8 ほらふきてんぐ 日本児童文学者協会／編 小峰書店 １９８６．３

9 八郎
斎藤隆介／作，滝平二郎／
画

福音館書店 １９８２．１１

10 花さき山
斎藤隆介／文，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９８２．４

11 三コ
斎藤隆介／作，滝平二郎／
画

福音館書店 １９８１．７

12 半日村
斎藤隆介／作，滝平二郎／
絵

岩崎書店 １９８０．９

「斎藤隆介」著書（国語 小学３年 下 『モチモチの木』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 ポプラディア　総合百科事典　１（あ・い）　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

2 ポプラディア　総合百科事典　２　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

3 ポプラディア　総合百科事典　３　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

4 ポプラディア　総合百科事典　４　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

5 ポプラディア　総合百科事典　５（し）　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

6
ポプラディア　総合百科事典　６（す・せ・そ・た）　新
訂版

ポプラ社 ２０１１．１

7
ポプラディア　総合百科事典　７（ち・つ・て・と）　新訂
版

ポプラ社 ２０１１．１

8
ポプラディア　総合百科事典　８（な・に・ぬ・ね・の・
は）　新訂版

ポプラ社 ２０１１．１

9 ポプラディア　総合百科事典　９（ひ・ふ・へ）　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

10
ポプラディア　総合百科事典　１０（ほ・ま・み・む・め・
も）　新訂版

ポプラ社 ２０１１．１

11
ポプラディア　総合百科事典　１１（や・ゆ・よ・ら・り・
る・れ・ろ・わ・ん）　新訂版

ポプラ社 ２０１１．１

12 ポプラディア　総合百科事典　１２（索引）　新訂版 ポプラ社 ２０１１．１

百科事典（国語 小学３年 下 『本で調べて、ほうこくしよう』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 北風ふいてもさむくない あまんきみこ／文，西巻茅子／絵 福音館書店 ２０１１．１１

2 みてよぴかぴかランドセル あまんきみこ／文，西巻茅子／絵 福音館書店 ２０１１．２

3 くもりガラスのむこうには あまんきみこ／作，黒井健／絵 岩崎書店 ２００９．１

4 空の絵本
あまんきみこ／文，松成真理子／
絵

童心社 ２００８．３

5 青葉の笛 あまんきみこ／文，村上豊／絵 ポプラ社 ２００７．１

6 おまけのじかん あまんきみこ／作，吉田奈美／絵 ポプラ社 ２００７．１

7 なまえをみてちょうだい あまんきみこ／作，西巻茅子／絵 フレーベル館 ２００７．１

8 七つのぽけっと 復刻版
あまんきみこ／さく，佐野洋子／
え

理論社 ２００５．１２

9 おひさまえんのさくらのき あまんきみこ／作，石井勉／絵 あかね書房 ２００５．１１

10 ゆうひのしずく
あまんきみこ／ぶん，しのとおす
みこ／え

小峰書店 ２００５．７

11 ままたろう？
あまんきみこ／作，つちだよしはる
／絵

あかね書房 ２００４．１０

12 きつねのかみさま あまんきみこ／作，酒井駒子／絵 ポプラ社 ２００３．１２

13 えっちゃんとミュウ あまんきみこ／作，西巻茅子／絵 フレーベル館 ２００３．１０

14 えっちゃんの森 あまんきみこ／作，西巻茅子／絵 フレーベル館 ２００２．６

15 春のお客さん あまんきみこ／作，北田卓史／絵 ポプラ社 ２０００．４

16 星のタクシー あまんきみこ／作，北田卓史／絵 ポプラ社 ２０００．４

17 おりがみのはらであそびましょ
あまんきみこ／さく，南塚直子／
え

小学館 １９９５．８

18 雲のピアノ
あまんきみこ／作，いせひでこ／
絵

講談社 １９９５．２

19 きつねバスついたかな あまんきみこ／作，岡村好文／絵 フレーベル館 １９９３．２

20 ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい あまんきみこ／作，西巻茅子／絵 福音館書店 １９９２．６

21 エリちゃんでておいで あまんきみこ／作，緒方直青／絵 佼成出版社 １９９０．１１

22 だあれもいない？ あまんきみこ／作，渡辺洋二／絵 講談社 １９９０．３

23 おっこちゃんとタンタンうさぎ
あまんきみこ／さく，西巻茅子／
え

福音館書店 １９８９．４

24 ようちえんにいったともちゃんとこぐまくん あまんきみこ／作，西巻茅子／絵 福音館書店 １９８８．３

25 きつねみちは天のみち 新版
あまんきみこ／作，いわさきちひろ
／画

大日本図書 １９８７．１１

26 きつねのおきゃくさま
あまんきみこ／ぶん，二俣英五郎
／え

サンリード １９８４．８

27 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 １９８２．８

28 ふうたのはなまつり あまんきみこ／作，山中冬児／画 あかね書房 １９８２．４

29 車のいろは空のいろ あまんきみこ／作，北田卓史／絵 ポプラ社 １９８１．１１

30 おかあさんの目　童話集
あまんきみこ／作，浅沼とおる／
画

あかね書房 １９８１．４

31 ふうたのゆきまつり あまんきみこ／作，山中冬児／絵 あかね書房 １９７１．１１

「あまんきみこ」著書（国語 小学４年 上 『白いぼうし』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 げたにばける
新美南吉／作，鈴木靖将／
絵

新樹社 ２０１４．９

2 あかいろうそく
新美南吉／作，鈴木寿雄／
絵

フレーベル館 ２０１３．５

3 新美南吉童話選集　１ 新美南吉／作，黒井健／絵 ポプラ社 ２０１３．３

4 新美南吉童話選集　２
新美南吉／作，牧野千穂／
絵

ポプラ社 ２０１３．３

5 新美南吉童話選集　３
新美南吉／作，武田美穂／
絵

ポプラ社 ２０１３．３

6 新美南吉童話選集　４
新美南吉／作，高橋和枝／
絵

ポプラ社 ２０１３．３

7 新美南吉童話選集　５
新美南吉／作，ささめやゆき
／絵

ポプラ社 ２０１３．３

8 かげ
新美南吉／作，鈴木靖将／
絵

新樹社 ２０１３．２

9 木のまつり
新美南吉／作，鈴木靖将／
絵

新樹社 ２０１２．１０

10 かにのしょうばい
新美南吉／作，山口マオ／
絵

鈴木出版 ２０１２．３

11 でんでんむし
新美南吉／作，織茂恭子／
絵

ハッピーオウル
社

２００８．４

12 てぶくろをかいに
新美南吉／作，柿本幸造／
絵

ひさかたチャイ
ルド

２００６．１１

13 花のき村と盗人たち　新美南吉名作絵本
新美南吉／作，さいとうよし
み／絵

小学館 ２００５．７

14 巨男（おおおとこ）の話
新美南吉／作，津田真帆／
絵

大日本図書 ２００５．２

15 きつね
新美南吉／作，鎌田暢子／
絵

大日本図書 ２００５．２

16 てぶくろを買いに
新美南吉／作，ひろのみず
え／絵

大日本図書 ２００５．２

17 のら犬
新美南吉／作，鶴田陽子／
絵

大日本図書 ２００５．２

18 赤いろうそく
新美南吉／作，太田大八／
絵

小峰書店 ２００４．７

19 がちょうのたんじょうび
新美南吉／作，渡辺洋二／
絵

小峰書店 ２００４．７

20 子どものすきな神さま
新美南吉／作，二俣英五郎
／絵

小峰書店 ２００４．７

21 花をうめる
新美南吉／作，杉浦範茂／
絵

小峰書店 ２００４．７

22 手ぶくろを買いに
新美南吉／文，牧野鈴子／
絵

フレーベル館 ２００３．９

23 ひろったらっぱ 新美南吉／作，葉祥明／絵
にっけん教育
出版社

２００３．８

24 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 １９９９．７

25 牛をつないだつばきの木 新美南吉／作，吉井忠／画 大日本図書 １９８２．２

26 おじいさんのランプ　新美南吉童話集
新美南吉／作，赤羽末吉／
画，鈴木義治／画

岩波書店 １９６５．１１

「新美南吉」著書（国語 小学４年 下 『ごんぎつね』）
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№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 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 ２０１３．５

2 ゆきひらの話 安房直子／作，田中清代／絵 偕成社 ２０１２．２

3 ひめねずみとガラスのストーブ 安房直子／作，降矢なな／絵 小学館 ２０１１．１１

4 遠い野ばらの村　童話集 安房直子／作，味戸ケイコ／絵 偕成社 ２０１１．４

5 天の鹿 安房直子／作，スズキコージ／画 福音館書店 ２０１１．１１

6 ひぐれのラッパ 安房直子／作，ＭＩＣＡＯ／画 福音館書店 ２０１０．９

7 ひぐれのお客 安房直子／作，ＭＩＣＡＯ／画 福音館書店 ２０１０．５

8 くまの楽器店 安房直子／作，こみねゆら／絵 小学館 ２００９．９

9 グラタンおばあさんとまほうのアヒル 安房直子／作，いせひでこ／絵 小峰書店 ２００９．３

10 すずをならすのはだれ 安房直子／作，葉祥明／絵 ＰＨＰ研究所 ２００８．１１

11 てんぐのくれためんこ 安房直子／作，早川純子／絵 偕成社 ２００８．３

12 うさぎ座の夜 安房直子／作，味戸ケイコ／絵 偕成社 ２００８．１１

13 初雪のふる日 安房直子／作，こみねゆら／絵 偕成社 ２００７．１２

14 山のタンタラばあさん 安房直子／作，出久根育／絵 小学館 ２００６．１０

15 風と木の歌　童話集 安房直子／著 偕成社 ２００６．８

16 白いおうむの森　童話集 安房直子／著 偕成社 ２００６．８

17 声の森
安房直子／作，ひろかわさえこ／
絵

偕成社 ２００６．５

18 北風のわすれたハンカチ 安房直子／著 ブッキング ２００６．４

20 雪窓 安房直子／作，山本孝／絵 偕成社 ２００６．２

21 きつねの窓 安房直子／作，吉田尚令／絵 ポプラ社 ２００５．１０

22 しゃべりなカーテン 安房直子／作，河本祥子／絵 講談社 ２００４．６

23 ねこじゃらしの野原 安房直子／作，菊池恭子／絵 講談社 １９９５．６

24 まほうをかけられた舌 安房直子／作 岩崎書店 １９９４．１

25 たんぽぽ色のリボン 安房直子／文，南塚直子／絵 小峰書店 １９９３．１２

26 ひめりんごの木の下で 安房直子／文，伊藤正道／絵 クレヨンハウス １９９３．１２

27 すずめのおくりもの 安房直子／作，菊池恭子／絵 講談社 １９９３．９

28 花豆の煮えるまで 安房直子／作，味戸ケイコ／絵 偕成社 １９９３．３

29 うさぎの学校 安房直子／作，新野めぐみ／絵 サンリオ １９９２．２

30 ゆめみるトランク 安房直子／作，津尾美智子／絵 講談社 １９９１．９

31 うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文，南塚直子／絵 小峰書店 １９８９．１０

32 さんしょっ子 安房直子／文，いもとようこ／絵 小峰書店 １９８９．７

33 うさぎ屋のひみつ 安房直子／作，南塚直子／画 岩崎書店 １９８８．２

34 おしゃべりなカーテン 安房直子／作，河本祥子／絵 講談社 １９８７．１１

35 花のにおう町 安房直子／作，味戸ケイコ／画 岩崎書店 １９８３．８

36 コンタロウのひみつのでんわ 安房直子／作，田中槙子／絵 秋書房 １９８３．３

37 ハンカチの上の花畑 安房直子／作，岩淵慶造／絵 あかね書房 １９８１．７

38 木の葉の魚 安房直子／文，味戸ケイコ／絵 サンリオ １９７８．１１

「安房直子」著書（国語 小学４年 下 『初雪のふる日』）
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1 杉原千畝物語
杉原幸子／著，杉原弘樹／
著

金の星社 ２００３．６

2 杉原千畝と命のビザ
ケン・モチヅキ／作，ドム・
リー／絵，中家多惠子／訳

汐文社 ２０１５．７

3 六千人の命を救え！外交官・杉原千畝 白石仁章／著 ＰＨＰ研究所 ２０１４．８

4 杉原千畝
小西聖一／著，酒寄雅志／
監修

理論社 ２００４．３

5 約束の国への長い旅 篠輝久／著 リブリオ出版 １９８８．１２

6 ユージン・スミス 土方正志／著 偕成社 ２００６．２

7 月のえくぼ（クレーター）を見た男麻田剛立
鹿毛敏夫／著，関屋敏隆／
画

くもん出版 ２００８．４

8 あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト
／文

光村教育図書 ２００２．７

9 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ／文 光村教育図書 ２００７．５

10 キング牧師とローザ・パークス ラファエル・フリエル／原作 汐文社 ２０１５．７

11 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ／作・絵 岩崎書店 ２００１．１２

12 手塚治虫 国松俊英／文 ポプラ社 １９９８．１２

13 織田信長 吉本直志郎／文 ポプラ社 １９９９．２

14 ファーブル 砂田弘／文 ポプラ社 １９９９．２

15 徳川家康 西本鶏介／文 ポプラ社 １９９９．１

16 二宮金次郎 木暮正夫／文 ポプラ社 １９９９．１

17 福沢諭吉 浜野卓也／文 ポプラ社 １９９８．１２

18 アンネ・フランク 加藤純子／文 ポプラ社 １９９８．１１

19 坂本竜馬 横山充男／文 ポプラ社 １９９８．１１

20 キリスト 谷真介／文 ポプラ社 １９９８．１

21 ナイチンゲール 早野美智代／文 ポプラ社 １９９８．１

22 一休 木暮正夫／文 ポプラ社 １９９８．９

23 キュリー夫人 伊東信／文 ポプラ社 １９９８．９

24 エジソン 桜井信夫／文 ポプラ社 １９９８．９

25 ヘレン・ケラー 砂田弘／文 ポプラ社 １９９８．８

26 宮沢賢治 西本鶏介／文 ポプラ社 １９９８．８

27 豊臣秀吉 吉本直志郎／文 ポプラ社 １９９８．７

28 野口英世 浜野卓也／文 ポプラ社 １９９８．７

伝記（国語 小学５年 『百年後のふるさとを守る』）
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伝記（国語 小学５年 『百年後のふるさとを守る』）

29 ベートーベン 加藤純子／文 ポプラ社 １９９８．７

30 マザー・テレサ やなぎや・けいこ／文 ポプラ社 １９９８．７

31 ライト兄弟 早野美智代／文 ポプラ社 １９９８．７

32 インスタントラーメン誕生物語 中尾明／作，宮崎耕平／絵 ＰＨＰ研究所 １９９８．７

33 菓子づくりに愛をこめて
若山三郎／作，木川秀雄／
絵

ＰＨＰ研究所 １９９４．１２

34 生ごみは大地を生かす
鈴木喜代春／作，瀬野丘太
郎／絵

ＰＨＰ研究所 １９９４．９

35 自由のたびびと南方熊楠
三田村信行／作，飯野和好
／絵

ＰＨＰ研究所 １９９２．９

36 砂漠に緑の園を
日野多香子／作，出雲公三
／絵

ＰＨＰ研究所 １９９１．１１

37 樋口一葉 真鍋和子／〔著〕 講談社 ２００９．３

38 レイチェル・カーソン
ジンジャー・ワズワース／著，
上遠恵子／訳

偕成社 １９９９．６

39 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 １９９６．７
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1 モモちゃんとあかね 椋鳩十／著，小泉澄夫／絵 理論社 ２０１４．８

2 片耳の大シカ 椋鳩十／著，小泉澄夫／絵 理論社 ２０１４．４

3 アルプスの猛犬 椋鳩十／著，小泉澄夫／絵 理論社 ２０１０．９

4 金色の足あと 椋鳩十／著，小泉澄夫／絵 理論社 ２０１０．８

5 山の太郎グマ 椋鳩十／著，小泉澄夫／絵 理論社 ２０１０．６

6 クロのひみつ　改訂 椋鳩十／作，鈴木義治／絵 ポプラ社 ２００３．７

7 むくはとじゅうの名犬物語 椋鳩十／原作，山上梨香／文 理論社 １９９７．６

8 椋鳩十のキツネ物語 椋鳩十／作，菅輝男／絵 理論社 １９９６．４

9 椋鳩十の野犬物語 椋鳩十／作，末崎茂樹／絵 理論社 １９９６．４

10 椋鳩十の小鳥物語 椋鳩十／作，根来由美／絵 理論社 １９９６．２

11 椋鳩十のサル物語 椋鳩十／作，多田ヒロシ／絵 理論社 １９９６．２

12 椋鳩十のシカ物語 椋鳩十／作，町和生／絵 理論社 １９９６．１

13 椋鳩十のネコ物語 椋鳩十／作，宮沢英子／絵 理論社 １９９６．１

14 椋鳩十の愛犬物語 椋鳩十／作，中釜浩一郎／絵 理論社 １９９５．１１

15 椋鳩十の小動物物語 椋鳩十／作，新田直子／絵 理論社 １９９５．１１

16 椋鳩十のクマ物語 椋鳩十／作，菅輝男／絵 理論社 １９９５．９

17 椋鳩十の野鳥物語 椋鳩十／作，小泉澄夫／絵 理論社 １９９５．９

18 椋鳩十のイノシシ物語 椋鳩十／作，おぼまこと／絵 理論社 １９９５．８

19 椋鳩十の名犬物語 椋鳩十／作，中川大輔／絵 理論社 １９９５．８

20 ５年生の童話　１　金色の足あと 椋鳩十／作 理論社 １９９５．３

21 ５年生の童話　２　黒ものがたり 椋鳩十／作 理論社 １９９５．３

22 白いなみ白いなみイルカが行く　改訂版 椋鳩十／作，清水崑／絵 フレーベル館 １９９１．９

23 人間はすばらしい 椋鳩十／著，依光隆／絵 偕成社 １９８８．３

24 うさぎのおかあさん
むくはとじゅう／ぶん，たかはしき
よし／え

ポプラ社 １９８７．６

25 片耳の大シカ 椋鳩十／著 ポプラ社 １９８２．６

26 もりのなかのシカ 椋鳩十／作，北島新平／絵 あすなろ書房 １９８１．４

27 におい山脈 椋鳩十／著，梶山俊夫／画 あすなろ書房 １９８０．１１

28 片耳の大シカ 椋鳩十／著，武部本一郎／え 偕成社 １９７５．１２

29 じねずみのおやこ 椋鳩十／著，吉崎正巳／絵 小峰書店 １９７５

30 けむり仙人 椋鳩十／著，太田大八／絵 ポプラ社 １９７４

31 山のぬし 椋鳩十／さく，梶山俊夫／え 偕成社 １９７４

32 やせ牛物語 椋鳩十／著，田代三善／絵 小峰書店 １９７１

33 マヤの一生 椋鳩十／著，吉井忠／画 大日本図書 １９７０

「椋鳩十」著書（国語 小学５年 『大造じいさんとガン』）
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1 宮沢賢治童話全集　１（ツェねずみ） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

2 宮沢賢治童話全集　２（ふた子の星） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

3 宮沢賢治童話全集　３（どんぐりと山ねこ） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

4 宮沢賢治童話全集　４（注文の多い料理店） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

5 宮沢賢治童話全集　５（よだかの星） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

6 宮沢賢治童話全集　６（なめとこ山のくま） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

7 宮沢賢治童話全集　７（オツベルと象） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

8 宮沢賢治童話全集　８（セロひきのゴーシュ） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

9 宮沢賢治童話全集　９（風の又三郎） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

10 宮沢賢治童話全集　１０（ポラーノの広場） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

11 宮沢賢治童話全集　１１（銀河鉄道の夜） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

12 宮沢賢治童話全集　１２（雨ニモマケズ） 宮沢賢治／著 岩崎書店 ２０１６．９

13 どんぐりと山猫
宮沢賢治／作，田島征三／
絵

三起商行 ２００６．１０

14 山男の四月
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画

草の根出版会 ２００６．６

15 十月の末
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画〕

草の根出版会 ２００６．４

16 マグノリアの木
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画〕

草の根出版会 ２００５．９

17 狼森と笊森，盗森
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画〕

草の根出版会 ２００５．４

18 オツベルと象
宮沢賢治／作，長谷川義史
／絵

岩崎書店 ２００５．３

19 虔十公園林
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画〕

草の根出版会 ２００５．３

20 虔十公園林
宮沢賢治／作，はたこうしろう
／絵

岩崎書店 ２００５．３

21 セロひきのゴーシュ
宮沢賢治／作，ささめやゆき
／絵

岩崎書店 ２００５．３

22 ふたごの星
宮沢賢治／作，あきやまただ
し／絵

岩崎書店 ２００５．３

23 祭りの晩
〔宮沢賢治〕／〔作〕，児玉房
子／〔画〕

草の根出版会 ２００５．３

24 よだかの星
宮沢賢治／作，村上康成／
絵

岩崎書店 ２００５．３

25 四又の百合
宮澤賢治／作，たなかよしか
ず／版画

未知谷 ２００５．３

26 すいせん月の四日
宮沢賢治／作，堀川理万子
／絵

岩崎書店 ２００５．２

27 雪わたり
宮沢賢治／作，とよたかずひ
こ／絵

岩崎書店 ２００４．１２

28 注文の多い料理店 宮沢賢治／作，和田誠／絵 岩崎書店 ２００４．１１

29 どんぐりと山ねこ 宮沢賢治／作，高畠純／絵 岩崎書店 ２００４．１１

「宮沢賢治」著書（国語 小学６年 『やまなし』）
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「宮沢賢治」著書（国語 小学６年 『やまなし』）

30 雁の童子 宮沢賢治／作，司修／絵 偕成社 ２００４．９

31 気のいい火山弾
宮澤賢治／作，たなかよしか
ず／版画

未知谷 ２００３．１２

32 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／作 岩波書店 ２０００．１２

33 風の又三郎 宮沢賢治／作 岩波書店 ２０００．１１

34 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／作，田原田鶴子／絵偕成社 ２０００．１１

35 注文の多い料理店 宮沢賢治／作 岩波書店 ２０００．６

36 水仙月の四日 宮沢賢治／作，赤羽末吉／画創風社 １９９７．８

37 水仙月の四日 宮沢賢治／作，伊勢英子／絵偕成社 １９９５．９

38 土神と狐 宮沢賢治／作，中村道雄／絵偕成社 １９９４．１２

39 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／作 岩崎書店 １９９４．１

40 注文の多い料理店 宮沢賢治／作 岩崎書店 １９９４．１

41 花の童話集 宮沢賢治／作 童心社 １９９４．１

42 宮沢賢治絵童話集　１４（宮沢賢治詩画館） 宮沢賢治／〔著〕 くもん出版 １９９３．１０

43 宮沢賢治絵童話集　１５（イーハトーブロマン） 宮沢賢治／〔著〕 くもん出版 １９９３．１０

44 宮沢賢治絵童話集　１０（グスコーブドリの伝記） 宮沢賢治／〔著〕 くもん出版 １９９３．７

45 宮沢賢治絵童話集　２（よだかの星） 宮沢賢治／〔著〕 くもん出版 １９９３．４

46 狼森と笊森、盗森 宮沢賢治／文，津田櫓冬／絵ほるぷ出版 １９９２．１２

47 宮沢賢治絵童話集　７（カイロ団長） 宮沢賢治／〔作〕 くもん出版 １９９２．１１

48 おきなぐさ 宮沢賢治／作，たかしたかこ／絵偕成社 １９９２．５

49 よだかの星 宮沢賢治／作，伊勢英子／絵講談社 １９８６．１１

50 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／作，茂田井武／画福音館書店 １９８３．３

51 雨ニモマケズ 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７９．４

52 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７９．４

53 ポラーノの広場 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７９．３

54 風の又三郎 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７９．１

55 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７８．１２

56 なめとこ山のくま 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７８．９

57 注文の多い料理店 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７８．７

58 どんぐりと山ねこ 宮沢賢治／著 岩崎書店 １９７８．６
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伝統・文化（国語 小学６年 『伝えられてきたもの』）
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 歌舞伎 矢内賢二／著 偕成社 ２０１７．２

2 落語・寄席芸 大友浩／著 偕成社 ２０１７．４

3 文楽 岩崎和子／著 偕成社 ２０１７．４

4 能・狂言 中村雅之／著 偕成社 ２０１７．４

5 柳家花緑と落語を観よう 小野幸惠／著，柳家花緑／監修 岩崎書店 ２０１５．２

6 東儀秀樹と雅楽を観よう 小野幸惠／著，東儀秀樹／監修 岩崎書店 ２０１５．２

7 桐竹勘十郎と文楽を観よう 小野幸惠／著，桐竹勘十郎／監修 岩崎書店 ２０１５．２

8 市川染五郎と歌舞伎を観よう 小野幸惠／著，市川染五郎／監修 岩崎書店 ２０１５．２

9 野村萬斎と狂言を観よう 小野幸惠／著，野村萬斎／監修 岩崎書店 ２０１５．３

10 観世清和と能を観よう 小野幸惠／著，観世清和／監修 岩崎書店 ２０１５．３

11
絵で見てわかるはじめての古典　８巻
能・狂言・歌舞伎

田中貴子／監修
学研教育出
版

２０１２．２

12 伝統芸能 三隅治雄／監修 ポプラ社 ２００７．３

13 歌舞伎　私がご案内します，図書館版
五十川晶子／文，市川染五郎／監
修

アリス館 ２００６．３

14 落語　私がご案内します，図書館版 柳家花緑／監修・文 アリス館 ２００６．４

15 狂言　私達がご案内します，図書館版
くまざわあかね／文，茂山宗彦／監
修

アリス館 ２００６．４

16 物語で学ぶ日本の伝統芸能　１　能 くもん出版 ２００４．４

17 物語で学ぶ日本の伝統芸能　２　狂言 くもん出版 ２００４．４

18 物語で学ぶ日本の伝統芸能　３　歌舞伎 くもん出版 ２００４．４

19 物語で学ぶ日本の伝統芸能　４　文楽 くもん出版 ２００４．４

20
物語で学ぶ日本の伝統芸能　５　寄席
芸・大道芸

くもん出版 ２００４．４

21 仮名手本忠臣蔵
竹田出雲／原作，橋本治／文，岡田
嘉夫／画

ポプラ社 ２００３．１０

22 義経千本桜
竹田出雲／原作，橋本治／文，岡田
嘉夫／絵

ポプラ社 ２００５．１０

23 菅原伝授手習鑑
竹田出雲／原作，橋本治／文，岡田
嘉夫／絵

ポプラ社 ２００７．１１

24 国性爺合戦
近松門左衛門／原作，橋本治／文，
岡田嘉夫／絵

ポプラ社 ２０１０．３

25 妹背山婦女庭訓
近松半二／原作，橋本治／文，岡田
嘉夫／絵

ポプラ社 ２０１２．５

26 狂言の大研究 茂山千五郎／監修 ＰＨＰ研究所 ２００９．２

27 和楽器 和の技術を知る会／著 文溪堂 ２０１６．３

28 和楽器事典　ビジュアル版 森重行敏／編著 汐文社 ２０１２．３

29 日本の楽器　日本の音　１　打楽器 高橋秀雄／総監修・著 小峰書店 ２００２．２

30 日本の楽器　日本の音　２　弦楽器 高橋秀雄／総監修・著 小峰書店 ２００２．２

31 日本の楽器　日本の音　３　管楽器 高橋秀雄／総監修・著 小峰書店 ２００２．２

32 日本の楽器　日本の音　４　歌・合奏 高橋秀雄／総監修・著 小峰書店 ２００２．２

33 日本の楽器　日本の音　５　歴史 高橋秀雄／総監修・著 小峰書店 ２００２．２

34 日本の楽器　日本の音　６　理論 高橋秀雄／総監修 小峰書店 ２００２．２
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ユニバーサルデザイン
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1
みんなのユニバーサルデザイン　１
家族と考えるユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

2
みんなのユニバーサルデザイン　２
学校で考えるユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

3
みんなのユニバーサルデザイン　３
町の人とつくるユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

4
みんなのユニバーサルデザイン　４
社会で取り組むユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

5
みんなのユニバーサルデザイン　５
活動の場を広げるユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

6
みんなのユニバーサルデザイン　６
これからのユニバーサルデザイン

川内美彦／監修 学研教育出版 ２０１３．２

7 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 徳田克己／監修 ポプラ社 ２０１３．４

8
ユニバーサルデザイン　みんなのくらしを便利に　１
ユニバーサルデザインってなに？

東京大学先端科学技術研究センター
バリアフリープロジェクト／監修 あかね書房 ２００６．４

9
ユニバーサルデザイン　みんなのくらしを便利に　２
くらしの中のユニバーサルデザイン

東京大学先端科学技術研究センター
バリアフリープロジェクト／監修 あかね書房 ２００６．４

10
ユニバーサルデザイン　みんなのくらしを便利に　３
まちのユニバーサルデザイン

東京大学先端科学技術研究センター
バリアフリープロジェクト／監修 あかね書房 ２００６．４

11 ユニバーサルデザインがわかる事典 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 ２００９．５
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お米
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

1 ぜんぶわかる！イネ 内山りゅう／著 ポプラ社 ２０１６．４

2 もっと知りたいイネ 赤木かん子／作 新樹社 ２０１６．４

3 よくわかる米の事典　１　米を育てる
谷本雄治／指導，稲垣栄
洋／監修

小峰書店 ２０１６．４

4 よくわかる米の事典　２　米を食べる
谷本雄治／指導，稲垣栄
洋／監修

小峰書店 ２０１６．４

5 よくわかる米の事典　３　米づくりの歴史
谷本雄治／指導，稲垣栄
洋／監修

小峰書店 ２０１６．４

6 よくわかる米の事典　４　米の生産・流通・消費
谷本雄治／指導，稲垣栄
洋／監修

小峰書店 ２０１６．４

7 よくわかる米の事典　５　お米博士になろう
谷本雄治／指導，稲垣栄
洋／監修

小峰書店 ２０１６．４

8 大研究お米の図鑑
国土社編集部／編，本林
隆／監修

国土社 ２０１６．３

9
お米の大研究　イネの生態から文化とのかかわり
まで

丸山清明／監修 ＰＨＰ研究所 ２０１５．１２

10 稲と日本人
甲斐信枝／さく，佐藤洋一
郎／監修

福音館書店 ２０１５．９

11 日本の米づくり　１　お米って、なんだろう？ 根本博／著 岩崎書店 ２０１５．３

12 日本の米づくり　２　日本各地の米づくり 根本博／編著 岩崎書店 ２０１５．３

13 日本の米づくり　３　イネ・米・田んぼの歴史
常松浩史／著，根本博／
監修

岩崎書店 ２０１５．３

14 日本の米づくり　４　お米の研究最前線 根本博／編著 岩崎書店 ２０１５．３

15
米なんでも図鑑　調べて育てて食べよう！　１
米を調べてみよう！

金の星社 ２０１５．３

16
米なんでも図鑑　調べて育てて食べよう！　２
イネを育ててみよう！

金の星社 ２０１５．２

17
米なんでも図鑑　調べて育てて食べよう！　３
米を食べてみよう！

金の星社 ２０１５．３

18
超豪快イネつくり　バケツで実践，１粒のタネが１万
粒に！

農文協／編，薄井勝利／
監修

農山漁村文
化協会

２０１４．２

19 イネ　米ができるまで
飯村茂樹／著，白岩等／
監修

あかね書房 ２０１４．３

20 コメの歴史を変えたコシヒカリ
小泉光久／著，玉城聡／
挿絵，根本博／監修

汐文社 ２０１３．７

21
お米なんでも図鑑　お米とごはんのすべてがわか
る！

石谷孝佑／監修 ポプラ社 ２０１３．４

22 イネ・米 津幡道夫／著 大日本図書 ２０１３．２

23 日本（にっぽん）のもと　米 服部幸應／監修 講談社 ２０１１．９

24 米 石谷孝佑／監修 ポプラ社 ２００６．３

25
みんなで調べて育てて食べよう！　１
イネを育てる

池田良一／監修 金の星社 ２００２．３

26
みんなで調べて育てて食べよう！　２
図解米なんでも情報

池田良一／監修 金の星社 ２００２．３

27
みんなで調べて育てて食べよう！　３
米を食べる

池田良一／監修 金の星社 ２００２．３

28
みんなで調べて育てて食べよう！　４
都道府県別米データ集

池田良一／監修 金の星社 ２００２．３

29 お米なんでも大百科　１　お米の歴史を調べよう！ 保岡孝之／監修 ポプラ社 ２００２．４
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お米
№ 書名 責任表示 出版社 出版年

30
お米なんでも大百科　２　お米ができるまで・届くま
で

保岡孝之／監修 ポプラ社 ２００２．４

31
お米なんでも大百科　３　お米ってどんな植物だろ
う？

保岡孝之／監修 ポプラ社 ２００２．４

32 お米なんでも大百科　４　学校でお米をつくろう！ 保岡孝之／監修 ポプラ社 ２００２．４

33
お米なんでも大百科　５　お米をおいしく食べよ
う！

保岡孝之／監修 ポプラ社 ２００２．４

34
写真でわかる＊ぼくらのイネつくり　１
プランターで苗つくり

農文協／編，赤松富仁／
写真

農山漁村文
化協会

２００１．１１

35
写真でわかる＊ぼくらのイネつくり　２
田植えと育ち

農文協／編，赤松富仁／
写真

農山漁村文
化協会

２００２．２

36
写真でわかる＊ぼくらのイネつくり　３
稔りと穫り入れ

農文協／編，赤松富仁／
写真

農山漁村文
化協会

２００２．３

37
写真でわかる＊ぼくらのイネつくり　４
料理とワラ加工

農文協／編，赤松富仁／
写真

農山漁村文
化協会

２００２．３

38
写真でわかる＊ぼくらのイネつくり　５
学校田んぼのおもしろ授業

農文協／編
農山漁村文
化協会

２００２．３
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