
ほんのなまえ かいたひと よんだひ おすすめど

1
まど・みちおししゅう　ぞうさん・くまさん まど・みちお がつ　　にち

2 マザー・グース・ベスト　１ がつ　　にち
3 これはのみのぴこ がつ　　にち
4 さるかに 松谷　みよ子 がつ　　にち
5 もものこたろう おおかわ　えっせい がつ　　にち
6

ねずみのすもう　にほんのむかしばなし 神沢　利子 がつ　　にち
7 ジャックとまめのつる ジョセフ・ジェイコブス がつ　　にち
8 さんびきのこぶた 武鹿　悦子 がつ　　にち
9 ブレーメンのおんがくたい グリム がつ　　にち
10 てぶくろ がつ　　にち
11 アリからみると 桑原　隆一 がつ　　にち
12 はたらくじどうしゃずかん 高島鎮雄（監修） がつ　　にち
13 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール がつ　　にち
14 葉っぱのあかちゃん 平野　隆久（写真・文） がつ　　にち
15 しんせつなともだち フアン・イーチェン がつ　　にち
16 はらぺこ　あおむし エリック・カール がつ　　にち
17 すてきなさんにんぐみ トミー・アンゲラー がつ　　にち
18 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック がつ　　にち
19 ぐりとぐら 中川　李枝子 がつ　　にち
20 １００まんかいいきたねこ さの　ようこ がつ　　にち

ひきのしょうのおすすめの２０さつ（１ねんせい）



書　名 著　者 読んだ日 おすすめ度

1 のはらうたⅠ くどうなおこ 月　　　日　
2 どうぶつ　はいくあそび 岸田　衿子 月　　　日　
3 たんぽぽヘリコプター まど・みちお 月　　　日　
4 遠野むかしばなし 鈴木　サツ 月　　　日　
5 日本の神話　うみさちとやまさち 舟崎　克彦 月　　　日　
6 たんぽぽ 平山　和子 月　　　日　
7 くまの子ウーフ 神沢　利子 月　　　日　
8 きつねのおきゃくさま あまん　きみこ 月　　　日　
9 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 月　　　日　
10 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 月　　　日　
11 ともだちや 内田隣太郎 月　　　日　
12 おしいれのぼうけん ふるた　たるひ 月　　　日　
13 トマトのひみつ 山口　進（文・写真） 月　　　日　
14 おちばのしたをのぞいてみたら 皆超ようせい（写真・文） 月　　　日　
15 だんごむし　そらをとぶ 松岡　達英 月　　　日　
16 てじなでだましっこ 佐伯　俊男 月　　　日　
17 どうぶつえんガイド あべ　弘士 月　　　日　
18 だいくとおにろく 松居　　直 月　　　日　
19 かさこじぞう いわさき　きょうこ 月　　　日　
20 十二支のはじまり 谷　真介 月　　　日　

引野小のおすすめの２０さつ（２年生）



書　名 著　者 読んだ日 おすすめ度

1 ことばのこばこ 和田　　誠 月　　　日　
2 わたしと小鳥とすずと 金子みすゝ 月　　　日　
3 ぞうのミミカキ まど・みちお 月　　　日　
4 ほんとこうた　へんてこうた 阪田　寛夫 月　　　日　
5 森のお店やさん 林原　玉枝 月　　　日　
6 へらない稲たば 李　錦玉 月　　　日　
7 かたあしだちょうのエルフ おのきがく 月　　　日　
8 ソメコとオニ 斎藤隆介 月　　　日　
9 番ネズミのヤカちゃん リチャード・ウィルバー 月　　　日　
10 くまのパディントン マイケル・ボンド 月　　　日　
11 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 月　　　日　
12 島ひきおに 山下　明生 月　　　日　
13 としょかんライオン ミシェル・ヌードヘン 月　　　日　
14 カブトムシ・クワガタムシ 岡島　秀治（監修） 月　　　日　
15 カマキリの生きかた 筒井　学（文・写真） 月　　　日　
16 世界のあいさつ 長　新太 月　　　日　
17 クマよ 星野　道夫（写真・文） 月　　　日　
18

身近な食べ物のひみつ　すがたをかえるシリーズ 月　　　日　
19 干し柿 西村　豊（写真・文） 月　　　日　
20 鳥の巣いろいろ 鈴木　まもる 月　　　日　

引野小のおすすめの２０冊（３年生）



書　名 著　者 読んだ日 おすすめ度

1 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ 月　　　日　
2 夕日がせなかをおしてくる 阪田　寛夫 月　　　日　
3 ことわざショウ 中川ひろたか 月　　　日　
4 ひろしまのピカ 丸木　俊 月　　　日　
5 あらしのよるに 木村　裕一 月　　　日　
6 クマのプーさん Ａ・Ａ・ミルン 月　　　日　
7 　落語絵本　じゅげむ 川端　誠 月　　　日　
8 車のいろは空のいろ　白いぼうし あまん　きみこ 月　　　日　
9 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン 月　　　日　
10 あきらめないことそれが冒険だ 野口　健 月　　　日　
11 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン 月　　　日　
12 チョコレート戦争 大石　真 月　　　日　
13 でんでんむしのかなしみ 新見　南吉 月　　　日　
14 竜の巣 富安　陽子 月　　　日　
15 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 月　　　日　
16 ぶす（狂言えほん） 内田　隣太郎 月　　　日　
17 手で食べる？ 森枝　卓士 月　　　日　
18 きつねの窓 安房　直子 月　　　日　
19 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン 月　　　日　
20 帰り道の一年 たかはし　きよし 月　　　日　

引野小のおすすめの２０冊（４年生）



書　名 著　者 読んだ日 おすすめ度

1 まめつぶうた まど・みちお 月　　　日　
2 てんとうむし 阪田　寛夫 月　　　日　
3 御伽草子　はちかづき他 二反長　半 月　　　日　
4 日本の神話 松谷みよ子 月　　　日　
5 ハッピーバースデー 青木　和雄 月　　　日　
6 木を植えた男 ジャン・ジオノ 月　　　日　
7 ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ 月　　　日　
8 ライオンと魔女（ナルニア国物語１） Ｃ・Ｓ・ルイス 月　　　日　
9 賢者のおくりもの オー・ヘンリー 月　　　日　
10 河合隼雄の動物記 河合　隼雄 月　　　日　
11 椋鳩十のシカ物語 椋　鳩十 月　　　日　
12 日本のくらしの知恵事典 神野　喜治（監修） 月　　　日　
13 杉原千畝物語 杉原幸子・杉原弘樹 月　　　日　
14 江戸の笑い 興津　要 月　　　日　
15 ダーウィンのミミズの研究 新妻　昭夫 月　　　日　
16 ゆりかごは口の中 桜井　淳史 月　　　日　
17 ファーブル昆虫記 ファーブル 月　　　日　
18 あなたの知らないミミズのはなし 中村方子（監修）山村紳一郎（文） 月　　　日　
19 町のけんきゅう 岡本信也・岡本靖子 月　　　日　
20 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎 月　　　日　

引野小のおすすめの２０冊（５年生）



書　名 著　者 読んだ日 おすすめ度

1 草野心平詩集　蛙のうた 草野　心平 月　　　日　
2 ありがとう サトーハチロー 月　　　日　
3 もものかんづめ さくら　ももこ 月　　　日　
4 ギリシャ神話 月　　　日　
5 南総里見八犬伝 滝沢　馬琴 月　　　日　
6 西遊記 渡辺　仙州 月　　　日　
7 注文の多い料理店 宮沢賢治 月　　　日　
8 モモ ミヒャエル・エンデ 月　　　日　
9 冒険者たち 斎藤　惇夫 月　　　日　
10 ひらめき美術館第１号館 結城　昌子 月　　　日　
11 雪の写真家　ペントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 月　　　日　
12 悲劇の少女アンネ シュナーベル 月　　　日　
13 竹取物語 江國　香織 月　　　日　
14 おとぎ草子　山椒大夫 清水　義範他 月　　　日　
15 アラスカたんけん記 星野　道夫 月　　　日　
16 バッテリー あさの　あつこ 月　　　日　
17 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 月　　　日　
18 手塚　治虫 国松　俊英 月　　　日　
19 土の中からでてきたよ 小川　忠博 月　　　日　
20 ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 月　　　日　

引野小のおすすめの２０冊（６年生）


