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書　名 叢書名 著　者 出版者 出版年

1 あのころ 集英社文庫 さくらももこ／著 集英社 2004.3

2 朝日ジュニア学習年鑑　2020 朝日新聞出版 2020.3

3 生き物を育成する仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版 2020.3

4 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 2015.2

5 ウマ大図鑑 楽しい調べ学習シリーズ 日本ウマ科学会／監修 PHP研究所 2013.12

6 絵でわかる馬の本 E.ボーモン／著 WAVE出版 2014.3

7 円周率の謎を追う 鳴海 風／作 くもん出版 2016.11

8 おじいちゃんの大切な一日 重松　清／著 幻冬舎 2011.5

9 片耳の大シカ 偕成社文庫 椋　鳩十／著 偕成社 1979

10 神様の階段 今森　光彦／著 偕成社 2010.8

11 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ／文と絵 あすなろ書房 2001.5

12 川をのぼって森の中へ 今森 光彦／著 偕成社 2013.5

13 希望の地図 幻冬舎文庫 し-4-4 重松　清／著 幻冬舎 2015.2

14 きみの町で 重松　清／著 朝日出版社 2013.5

15 霧のむこうのふしぎな町 講談社青い鳥文庫 柏葉幸子／作 講談社 2004.12

16 くちぶえ番長 新潮文庫 し-４３-１０ 重松　清／著 新潮社 2007.7

17 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-１ 上橋　菜穂子／作 講談社 2008.11

18 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-２ 上橋　菜穂子／作 講談社 2009.1

19 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-３ 上橋　菜穂子／作 講談社 2009.3

20 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-４ 上橋　菜穂子／作 講談社 2009.5

21 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-５ 上橋　菜穂子／作 講談社 2011.4

22 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-６ 上橋　菜穂子／作 講談社 2011.6

23 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-７ 上橋　菜穂子／作 講談社 2011.8

24 獣の奏者 講談社青い鳥文庫 ２７３-８ 上橋　菜穂子／作 講談社 2011.10

25 現代用語の基礎知識　学習版　2020－2021 現代用語検定協会／監修 自由国民社 2020.7

26 鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢　利子／作 福音館書店 2004.1
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27 さすらい猫　ノアの伝説 講談社青い鳥文庫  重松　清／著 講談社 2011.10

28 さすらい猫　ノアの伝説　2 講談社青い鳥文庫  重松　清／著 講談社 2012.7

29 重松清 はじめての文学 重松　清／著 文藝春秋 2007.7

30 自由のたびびと南方熊楠 PHP愛と希望のノンフィクション 三田村 信行／作 PHP研究所 1992.9

31 １２月の夏休み 川端　裕人／作 偕成社 2012.6

32 続・12月の夏休み 川端 裕人／作 偕成社 2014.12

33 小学五年生 重松　清／著 文芸春秋 2009.12

34 少年動物誌 福音館文庫 Ｎ-１ 河合　雅雄／作 福音館書店 2002.6

35 調べる学習子ども年鑑　2020 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 2020.3

36 すき 詩の風景 谷川　俊太郎／作 理論社 2006.5

37 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／著 ポプラ社 2012.1

38 世界のあいさつことば学 稲葉 茂勝／著 今人舎 2016.8

39 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい　2　ことばとものの名前 須藤 健一／監修 学研プラス 2017.2

40 大造じいさんとガン 偕成社文庫 ３０６２ 椋　鳩十／著 偕成社 1978.4

41 茶畑のジャヤ 鈴木出版の児童文学 この地球を生きる子どもたち 中川 なをみ／作 鈴木出版 2015.9

42 天のシーソー 安東　みきえ／作 理論社 2000.4

43 何のために生まれてきたの? 100年インタビュー やなせ たかし／著 PHP研究所 2013.2

44 日本のすがた　2020 矢野恒太記念会／編集  矢野恒太郎記念会 2020.3

45 日本は世界で何番目? 藤田 千枝／編 大月書店 2014.1

46 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／著 少年写真新聞社 2016.10

47 八月の光 朽木 祥／作 小学館 2017.7

48 樋口一葉 講談社火の鳥伝記文庫 教科書に出てくる人の伝記 真鍋　和子／〔著〕 講談社 2009.3

49 ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平／作 理論社 2006.1

50 マザー・テレサ 講談社青い鳥文庫 ２８２-１ 沖　守弘／文・写真 講談社 2010.7

51 また次の春へ 文春文庫 し38-14 重松　清／著 文藝春秋 2016.3

52 窓をひろげて考えよう 下村 健一／著 かもがわ出版 2017.7
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53 まるむし帳 集英社文庫 さくらももこ／著 集英社 2003.10

54 まんじゅうこわい 落語絵本 [2] 川端　誠／〔作〕 クレヨンハウス 1996.3

55 はつてんじん 落語絵本 [3] 川端　誠／〔作〕 クレヨンハウス 1996.12

56 じゅげむ 落語絵本 [4] 川端　誠／〔作〕 クレヨンハウス 2003.3

57 やなせたかし 伝記を読もう 3 中野 晴行／文 あかね書房 2016.3

58 やなせたかし　おとうとものがたり やなせ たかし／詩・画 フレーベル館 2014.9

59 勇気の花がひらくとき フレーベル館ジュニア・ノンフィクション 梯 久美子／文 フレーベル館 2015.10

60 六千人の命を救え!外交官・杉原千畝 PHP心のノンフィクション 白石 仁章／著 PHP研究所 2014.8

61 ワールド・ウォッチ こどもくらぶ／訳 丸善出版 2014.2

62 ライオンと魔女 岩波少年文庫 ０３４ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.6

63 カスピアン王子のつのぶえ 岩波少年文庫 ０３５ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.6

64 朝びらき丸東の海へ 岩波少年文庫 ０３６ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.6

65 銀のいす 岩波少年文庫 ０３７ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.6

66 馬と少年 岩波少年文庫 ０３８ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.11

67 魔術師のおい 岩波少年文庫 ０３９ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.11

68 さいごの戦い 岩波少年文庫 ０４０ Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2000.11


