
　国語の教科書で取り上げている本ー小学6年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

いわき総合図書館　2012.2

　教材名 関連した本 　著者名 出版社 　請求記号

せんねん　まんねん せんねん まんねん
(まどみちおの絵本)

まど みちお∥詩
柚木 沙弥郎∥絵

理論社 茶/E/ﾕ

カレーライス 小学五年生 重松 清∥著 文藝春秋
F/ｼｹﾞ
（一般）

感情 ひとり遊びのススメ
（15歳の寺子屋）

茂木 健一郎∥著 講談社 T/289/モ

生き物はつながりの中に いのちってなんだろう
（子どもだって哲学 ①）

中村 桂子・他∥著 佼成出版社 114/ｲ

狂言　柿山伏 かきやまぶし
（狂言えほん　２）

内田 麟太郎∥文
大島 妙子∥絵

ポプラ社 青/E/ｵ

狂言の大研究　　 “笑い”の古典芸能
舞台・装束から名曲の見どころまで

茂山 千五郎∥監修  PHP研究所 773/ｷ

河鹿の屏風 かじかびょうぶ　　川崎大治民話絵本
川崎 大治∥文
太田 大八∥絵

童心社 SJ/E/ｵ

たのしみは 独楽吟　どくらくきん
橘 曙覧∥著
岡本 信弘∥編

グラフ社
911.1/ﾀﾁ
（一般）

平和のとりでを築く 原爆ドームの祈り
長谷川 敬∥文
山本 東陽∥写真

講談社 916/ﾊ

平和をつくる教育
「軍隊をすてた国」コスタリカの子どもたち

早乙女 愛∥著
足立力也∥著

岩波書店
372.5/ｻ
（一般）

きみには関係ないことか
戦争と平和を考えるブックリスト '03～'10

 京都家庭文庫地域文庫
連絡会∥編

かもがわ出版
CR/028/ｷ
(館内閲覧)

＊基本書リストの「戦争･平和の本　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を参考にしてください

やまなし やまなし
宮沢 賢治∥作
川上 和生∥絵

三起商行 紫/E/ｶ

宮沢賢治
銀河鉄道で星空を旅したファンタジー作家

柊 ゆたか∥漫画
三上 修平∥シナリオ

集英社 910/ﾐ

『鳥獣戯画』を読む 鳥獣戯画 絵本画集
（新・おはなし名画シリーズ 23）

辻 惟雄∥監修
西村 和子∥構成　文

博雅堂出版 水/E/ﾁ

わたしと本
「内気な友達」 みんな本を読んで大きくなった 宮部　みゆき・他∥著 メディアパル 019/ﾐ

森へ 森へ 　　（たくさんのふしぎ傑作集） 星野 道夫∥文  写真 福音館書店 295/ﾎ

自分を見つめ直して
「ふわふわの雪」 絵本と私 中川 李枝子∥著 福音館書店 C/019/ﾅ

海の命 海のいのち
立松 和平∥作
伊勢 英子∥絵

ポプラ社 青/E/ｲ

宇宙飛行士
―ぼくがいだいた夢

ぼくのしょうらいのゆめ
（文春文庫）

野口 聡一・他∥著 文藝春秋 TB/281/ﾎﾞ

変身したミンミンゼミ 小さな博物誌
（ちくまプリマーブックス）

 河合 雅雄∥著  筑摩書房 460/ｶ

　Tはティーンズ、TBはティーンズ文庫、SJは出納書庫、Cは児童書研究書の本です。

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。



　国語の教科書で取り上げている本ー小学5年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

いわき総合図書館　2011.12

　教材名 関連した本 　著者名 出版社 　請求記号

あめ玉 新美南吉童話集 1 新美南吉∥著 大日本図書 913/ﾆ/１

のどがかわいた 羽がはえたら
ウーリー・オルレブ∥著
母袋 夏生∥訳
下田 昌克∥絵

小峰書店 929/ｵ

新聞を読もう 情報を整理する新聞術
－学び力アップ道場２－

岸尾 祐二∥監修 フレーベル館 070/ｼﾞ

見立てる 3才から遊べるはじめてのあやとり 野口廣∥著 主婦の友社 798/ﾉ

生き物は円柱形 絵とき生きものは円柱形  
本川 達雄∥文
やまもと ちかひと∥絵

福音館書店 460/ﾓ

竹取物語 21世紀によむ日本の古典 3
－竹取物語・伊勢物語－

倉本 由布∥[訳]著
狩野 富貴子∥絵

ポプラ社 918/ﾆ/3

枕草子
春はあけぼの
-声にだすことばえほん-

清少納言∥文
たんじ あきこ∥絵
齋藤 孝∥編

ほるぷ出版 空/Ｅ/ﾀ

平家物語 祇園精舎
-声にだすことばえほん-

山本 孝∥絵
齋藤 孝∥編

ほるぷ出版 茶/Ｅ/ﾔ

きいて、きいて、きいてみよう インタビュー　聞く力をきたえる
（コミュニケーションの達人 2）

菊池 省三∥監修 フレーベル館 809/ｺ/2

百年後のふるさとを守る 津波!!　命を救った稲むらの火
小泉 八雲∥原作
高村 忠範∥文・絵

汐文社 空/Ｅ/ﾀ

敬語 子どものための敬語の本１
－美しい日本の言葉を話そうー

ながた みかこ∥文と絵 汐文社 815/ﾅ/1

大造じいさんとガン 椋鳩十動物童話集 第6巻
－大造じいさんとガン－

椋 鳩十∥著 小峰書店 913/ﾑ/6

天気を予想する お天気ナビ観察じてん
－明日の天気がわかる－

武田 康男∥監修 大泉書店 451/ｵ

論語
こども論語塾
－親子で楽しむー

安岡 定子∥著
田部井 文雄∥監修

明治書院 123/ｺ

千年の釘にいどむ 鉄、千年のいのち 白鷹 幸伯∥著 草思社 Ｔ/289/ｼ

雪女 ゆきおんな
まつたに みよこ∥ぶん
あさくら せつ∥え

ポプラ社 青/Ｅ/ｱ

すいせんします 話し合い・討論の仕方
－伝え合う能力を育てるじつれいじてん－

TOSS∥著 タラントン 809/ﾄ

わらぐつの中の神様 かくまきの歌
杉みき子∥著
村山 陽∥画

童心社 913/ｽ

幽霊をさがす 魔法使いのチョコレート・ケーキ
マーガレット・マーヒー∥作
石井 桃子∥訳
シャーリー・ヒューズ∥画

福音館書店 933/ﾏ

ニュース番組作りの現場から ニュースの大研究
-報道のしくみがよくわかる -

碓井 広義∥監修  PHP研究所 070/ﾆ

たくさんの「ありがとう」 方言と地図
-あったかい47都道府県の言葉-

井上 史雄∥監修
冬野 いちこ∥絵

 フレーベル館 818/ﾎ

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。



教科書で取り上げている本－国語・小学４年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

　　　　　　いわき総合図書館　2011.10

　教材名 関連した本 　著者名 　請求記号

春のうた げんげと蛙
草野心平∥詩
長野 ヒデ子∥絵 911/ｸ

白いぼうし 車のいろは空のいろ 1　－白いぼうし－
あまんきみこ∥作
北田 卓史∥絵 913/ｱ/1

なきむしおにごっこ 
おの りえん∥作
降矢 奈々∥絵 913/ｵ

いろいろな意味をもつ言葉 しかられた神さま　－川崎洋少年詩集－
 川崎 洋∥著
杉浦 範茂∥絵 911/ｶ

声に出して楽しもう 短歌・俳句　季語辞典（ポプラディア情報館）
中村 幸弘・
藤井 圀彦∥監修

911/ﾀ

動いて、考えて、また動く ぼくは貝の夢をみる 盛口 満∥著 484/ﾓ

一つの花 一つの花
今西祐行∥文
鈴木義治∥絵 桃/E/ｽ

彼岸花はきつねのかんざし
朽木 祥∥作
ささめや ゆき∥絵 913/ｸ

本は友達 黒ねこサンゴロウ　2　－キララの海へー
竹下 文子∥作
鈴木 まもる∥絵 913/ﾀ/2

ネコの大常識 
服部 幸∥監修
野中 祐　・　藤本 やす∥文 645/ﾈ

かげ 北の森の十二か月　下
ニコライ　スラトコフ∥作
松谷 さやか∥訳 480/ｽ/2

手と心で読む 新・点字であそぼう 
桜雲会∥監修
こどもくらぶ∥編 378/ｼ

茂吉のねこ 茂吉のねこ
松谷 みよ子∥文
辻 司∥絵 空/E/ﾂ

龍の子太郎 
松谷 みよ子∥著
田代 三善∥絵 913/ﾏ

ウナギのなぞを追って ハリセンボンがふくらんだ
鈴木 克美∥作
石井 聖岳（ｷﾖﾀｶ）∥絵 青/E/ｲ

ごんぎつね ごんぎつね
新美 南吉∥作
黒井 健∥絵 紫/E/ｸ

ごんぎつね
新美 南吉∥原作
諸橋 精光∥脚本　画 紫/P/ｺﾞ

三つのお願い 三つのお願い　－ いちばん大切なもの－
ルシール　クリフトン∥作
金原 瑞人∥訳
はた こうしろう∥絵

黄/E/ﾊ

のはらうた のはらうたⅠ
くどうなおことのはらみんな
∥作 911/ｸ

「ことわざブック」を作ろう ことわざ 慣用句・故事成語・四字熟語
（ポプラディア情報館）

倉島 節尚（ﾄｷﾋｻ）∥監修 814/ｺ

初雪のふる日 初雪のふる日
安房 直子∥作
こみね ゆら∥絵 紫/E/ｺ

花豆の煮えるまで －小夜の物語－
 安房 直子∥作
味戸 ケイコ∥絵 913/ｱ

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。SJは出納書庫の本です。

＊基本書リストの「戦争･平和の本　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を参考にしてください

＊児童パスファインダー『「点字」についてしらべよう！』を参考にしてください



　教科書で取り上げている本ー国語・小学３年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

　いわき総合図書館 2011.8

　教材名 関連した本 作者等 　請求記号

きつつきの商売 森のお店やさん
林原 玉枝∥文
はらだ たけひで∥絵

913/ﾊ

つるばら村のパン屋さん
茂市 久美子∥作
中村 悦子∥絵

913/ﾓ

ありの行列 クロクサアリのひみつ　-行列するのはなぜ？- 山口 進∥写真・文 486/ﾔ

声に出して楽しもう 短歌・俳句　季語辞典（ポプラディア情報館）
中村 幸弘・
藤井 圀彦∥監修

911/ﾀ

読んでみようわくわく俳句 辻 桃子∥著 911/ﾂ

気になる記号 記号のポケット図鑑 　２ 村越 愛策∥監修 801/ｷ/2

海をかっとばせ 海をかっとばせ
山下 明生∥作
杉浦 範茂∥絵

桃/E/ｽ

どんなかんじかなあ
中山 千夏∥ぶん
和田 誠∥え

茶/E/ﾜ

手紙を書こう 手紙を書こう! 1 はじめての手紙 山崎 順子∥監修 816/ﾃ/１

いろはにほへと いろはにほへと
今江 祥智∥文
長谷川 義史∥絵

黄/E/ﾊ

わたしと小鳥とすずと わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ∥著 911/ｶ

ローマ字 日本のローマ字と点字 (世界の文字と言葉入門 15)
稲葉　茂勝∥著
川村　大∥監修

801/ｾ/15

ばけくらべ ばけくらべ
松谷 みよ子∥さく
瀬川 康男∥え

桃/E/ｾ

ちいちゃんのかげおくり ちいちゃんのかげおくり
あまん きみこ∥作
上野 紀子∥絵

青/E/ｳ

すがたをかえる大豆 豆からつくる食べもの(食べものはかせになろう！①) 石谷 孝佑∥監修 619/ﾀ/１

すがたをかえる米・麦（身近な食べもののひみつ①）
幕内　秀夫・
神　みよ子∥監修

619/ﾐ/１

三年とうげ さんねん峠＜朝鮮のむかしばなし＞
李 錦玉（ﾘ　ｸﾑｵｷﾞ）∥作
朴 民宜(ﾊﾟｸ　ﾐﾆ)∥絵

923/ﾘ

へらない稲たば
李 錦玉（ﾘ　ｸﾑｵｷﾞ）∥作
朴 民宜(ﾊﾟｸ　ﾐﾆ)∥絵

黄/E/ﾊﾟ

かるた カルタ
宮本 貴美子・
木村 浩司∥文

798/ﾐ

モチモチの木 モチモチの木
斎藤 隆介∥作
滝平 二郎∥絵

空/E/ﾀ

ベロ出しチョンマ
斎藤 隆介∥作
滝平 二郎∥絵

913/ｻ

とらとおじいさん とらとおじいさん
アルビン・トレセルト∥ぶん
光吉 夏弥∥やく

933/ﾄ

百人一首を楽しもう 百人一首大事典 吉海 直人∥監修 911/ﾋ

＊基本書リストの「戦争･平和の本　Ⅰ・Ⅱ」を参考にしてください

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。



　教科書で取り上げている本ー国語・小学2年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

いわき総合図書館　2011.7

　教材名 関連した本 作者等 　請求記号

ふきのとう のはらうた Ⅰ くどうなおことのはらみんな/作 911/ｸ

たんぽぽの　ちえ たんぽぽ 甲斐 信枝/作・絵 紫/E/ｶ

たんぽぽ 平山 和子∥ぶん・え 黄/E/ﾋ

いなばの白うさぎ いなばの白ウサギ 　（十二支むかしむかし）
谷 真介∥文
赤坂 三好∥絵 青/E/ｱ

いなばのしろうさぎ　（日本の神話 第4巻）
赤羽 末吉∥絵
舟崎 克彦∥文 青/E/ｱ

スイミー スイミー
レオ　レオニ∥作
谷川 俊太郎∥訳 茶/E/ﾚ

さかなはさかな
レオ　レオニ∥作
谷川 俊太郎∥訳 茶/E/ﾚ

黄色いバケツ きいろいばけつ
もりやま みやこ∥作
つちだ よしはる∥絵 913/ﾓ

つりばしゆらゆら
もりやま みやこ∥作
つちだ よしはる∥絵 913/ﾓ

ぼくだけしってる
もりやま みやこ∥作
つちだ よしはる∥絵 913/ﾓ

たからものとんだ
もりやま みやこ∥作
つちだ よしはる∥絵 913/ﾓ

あのこにあえた
もりやま みやこ∥作
つちだ よしはる∥絵 913/ﾓ

お手紙 ふたりはともだち
アーノルド　ローベル∥作
三木 卓∥訳 茶/E/ﾛ

ふたりはいつも
アーノルド　ローベル∥作
三木 卓∥訳 茶/E/ﾛ

ふたりはいっしょ
アーノルド　ローベル∥作
三木 卓∥訳 茶/E/ﾛ

ふたりはきょうも
アーノルド　ローベル∥作
三木 卓∥訳 茶/E/ﾛ

わたしはおねえさん すみれちゃん
石井 睦美∥作
黒井 健∥絵 913/ｲ

すみれちゃんは一年生
石井 睦美∥作
黒井 健∥絵 913/ｲ

すみれちゃんのあついなつ
石井 睦美∥作
黒井 健∥絵 913/ｲ

三まいのおふだ 日本のむかしばなし
瀬田 貞二∥文
瀬川 康男・梶山 俊夫∥絵 913/ｾ

さんまいのおふだ
水沢 謙一∥再話
梶山 俊夫∥画 紫/E/ｶ

スーホの白い馬 スーホの白い馬
大塚 勇三∥再話
赤羽 末吉∥画 青/E/ｱ

十二支のはじまり 十二支のはじまり
谷 真介∥文
赤坂 三好∥絵 青/E/ｱ

十二支のはじまり
岩崎 京子∥文
二俣 英五郎∥画 黄/E/ﾌ

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。SJは出納書庫の本です。



　　教科書で取り上げている本－国語・小学1年生－〔子どもコーナー展示リスト〕

　　　　　　いわき総合図書館　2011.6

　教材名 関連した本 　著者名 　請求記号

あかいとりことり 赤い鳥小鳥 北原白秋∥著 911/ｷ

はなのみち はなのみち 岡 信子∥作 空/E/ﾂ

くちばし くちばし ビアンキ∥ぶん 茶/E/ﾔ

おさるがふねをかきました おさるがふねをかきました まど みちお∥詩 SJ/E/ｱ

ぞうさん（現在日本童謡詩全集） まど みちお∥詩 911/ﾏ

おむすびころりん 世界で一番、夕焼けが美しい町のできごと 羽曽部 忠∥詩・絵 911/ﾊ

おむすびころりん いもと ようこ∥文絵 青/E/ｲ

おおきなかぶ おおきなかぶ A.トルストイ∥再話 桃/E/ｻ

ゆうだち おはなしぽっちり　2　なつ もりやま みやこ∥さく 913/ﾓ/2

みつけた 地面の下のいきもの 松岡 達英∥え 48１/ｵ

ずーっとずっとだいすきだよ ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス　ウィルヘルム∥
えとぶん 黄/E/ﾋﾞ

てんとうむし どうぶつぶつぶつ 川崎 洋∥著 911/ｶ

たぬきの糸車 たぬきのいとぐるま 狩野富貴子∥絵 紫/E/ｶ

定本日本の民話　16
SJ/388/ﾃ
/16(展示のみ)

どうぶつの赤ちゃん くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん　全10冊 ますい みつこ∥監修 480/ｸ

シマウマ
（ちがいがわかる写真絵本シリーズ どうぶつの赤ちゃん）

ますい みつこ∥監修 489/ｼ

だってだってのおばあさん だってだってのおばあさん さの ようこ∥作　絵 桃/E/ｻ

まのいいりょうし 子どもに語る日本の昔話　3 稲田 和子∥著 913/ｲ/3

まのいいりょうし 小沢　正∥文 青/E/ｲ

じどう車くらべ はたらくくるま 小賀野 実∥写真　監修 537/ｵ

はたらく自動車ずかん 高島鎮雄　監修 537/ﾊ

はたらくじどうしゃ　全5巻 海老原美宜男　監修 538/ﾊ

はたらくじどう車スーパーずかん　全5巻 小賀野 実∥写真　監修 539/ﾊ

＊リストの請求記号は総合図書館のものです。貸出しできる本は検索機でご確認ください。SJは出納書庫の本です。
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