
№５－１　「読み物（小学校高学年）」

番号 書　　名 著者等 出版者 出版年

1 せんりゅうのえほん 西本　鶏介 すずき出版 2008

2 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 講談社 2011

3 八木重吉 （日本語を味わう名詩入門３） 萩原　昌好 あすなろ書房 2011

4 光村ライブラリー１２　野ばら　ほか 小川　未明　他 光村図書出版 2002

5 光村ライブラリー１３　附子　ほか 和泉　元秀　他 光村図書出版 2002

6 光村ライブラリー１４　木龍うるし　ほか 木下　順二　他 光村図書出版 2002

7 光村ライブラリー１５　ガラスの小びん　ほか 阿久　悠　他 光村図書出版 2002

8 光村ライブラリー１６　田中　正造　ほか 上　笙一郎　他 光村図書出版 2002

9 光村ライブラリー１７　「わたし」とはだれか　ほか 河合　隼雄　他 光村図書出版 2002

10 光村ライブラリー１８　おさるがふねをかきました　ほか まど　みちお　他 光村図書出版 2002

11 ごきげんなくいしんぼうの笑噺　（おなかがよじれる古典笑噺傑作選１） 教育画劇 2008

12 のんびりなまけものの笑噺　（おなかがよじれる古典笑噺傑作選２） 教育画劇 2008

13 おっとっと！おっちょこちょいの笑噺　（おなかがよじれる古典笑噺傑作選３） 教育画劇 2008

14 少年の日々 丘　修三 偕成社      1992

15 精霊の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 2006

16 闇の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 2006

17 天のシーソー 安東　みきえ 理論社 2000

18 扉のむこうの物語 岡田　淳 理論社 2005

19 ハードル 青木　和雄 金の星社 1999

20 晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司 小峰書店 2003

21 肥後の石工 今西　祐行 岩波書店 2001

22 冒険者たち　ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫 岩波書店 1982

23 ぼくらの先生！ はやみね　かおる 講談社 2008

24 魔女の宅急便 角野　栄子 福音館書店 1985

25 魔女の宅急便　その２ 角野　栄子 福音館書店 1993

26 ユウキ 伊藤　遊 福音館書店 2003

27 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 評論社 2005

28 床下の小人たち メアリー・ノートン 岩波書店 2000

29 黒い兄弟　下 リザ・テツナー あすなろ書房 2002

30 黒い兄弟　上 リザ・テツナー あすなろ書房 2002

31 エミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 岩波書店 1962

32 パーラ　上 ラルフ・イーザウ あすなろ書房 2004

33 パーラ　下 ラルフ・イーザウ あすなろ書房 2004

34 ほらふき男爵の冒険 Ｇ．Ａ．ビュルガー 偕成社 2007

35 ヨーンじいちゃん ペーター・ヘルトリング 偕成社 1985

36 二年間の休暇 Ｊ．ベルヌ 福音館書店 1968
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番号 書　　名 著者等 出版者 出版年

1 エリザベスは本の虫 サラ・スチュワー アスラン書房 2003

2 キスなんてだいきらい トミー・ウンゲラー 文化出版局 1974

3 しどうほうがく　（講談社の創作絵本　狂言えほん） もとした　いづみ 講談社 2007

4 たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン フレーベル館 2001

5 月へ　アポロ１１号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ 偕成社 2012

6 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック 新日本出版社 2010

7 スティーブ・ジョブズ　（ポプラ社ノンフィクション　８） パム・ポラック ポプラ社 2012

8 いまぼくに　谷川俊太郎詩集　（詩と歩こう） 谷川　俊太郎 理論社 2005

9 金子みすゞ　（日本語を味わう名詩入門　２） 矢崎　節夫 あすなろ書房 2011

10 八木重吉　（日本語を味わう名詩入門　３） 萩原　昌好 あすなろ書房 2011

11 恐竜がくれた夏休み はやみね　かおる 講談社 2009

12 霧のむこうのふしぎな町　（講談社・文学の扉） 柏葉　幸子 講談社 2006

13 クゥと河童大王 木暮　正夫 岩崎書店 2008

14 盗角妖伝　（新・わくわく読み物コレクション　６） 廣嶋　玲子 岩崎書店 2007

15 ともだちは海のにおい　（きみとぼくの本） 工藤　直子 理論社 1984

16 ぬくい山のきつね　（風の文学館　２－２） 最上　一平 新日本出版社 2000

17 ねこの根子さん あさの　あつこ 講談社 2009

18 もうひとりの赤ずきんちゃん　（筒井敬介おはなし本　３） 筒井　敬介 小峰書店 2006

19 ラブレター物語　（Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ） 丘　修三 小峰書店 2011

20 リューンノールの庭　（文学の森　未散と魔法の花　１） 松本　祐子 小峰書店 2002

21 緑瑠璃の鞠　（物語の王国　７） 久保田　香里 岩崎書店 2009

22 ロストガールズ　（物語の王国　６） 宮下　恵茉 岩崎書店 2009

23 南極のペンギン 高倉　健 集英社 2001

24 「チョコレート工場」からの招待状　ロアルド・ダール　（名作を生んだ作家の伝記シリーズ　５） チャールズ　Ｊ．シールズ 文渓堂 2007

25 袋鼠親爺の手練猫名簿 Ｔ．Ｓ．エリオット 評論社 2009

26 ウェイサイド・スクールはきょうもへんてこ ルイス・サッカー 偕成社 2010

27 ゴーストアビー　（ＹＡ　Ｄａｒｋ） ロバート・ウェストール あかね書房 2009

28 漫画少年 ベッツィ・バイアーズ さえら書房 2011

29 ゴールデンハート　（本の森　６） ウルフ・スタルク 偕成社 1999

30 二回目のキス　（ショート・ストーリーズ） ウルフ・スタルク 小峰書店 2004
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