
曙小学校 必読書リスト 

 

1年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 福音館 

2 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館 

3 あしたもともだち 内田 麟太郎 偕成社 

4 アリからみると 桑原 隆一 福音館 

5 ともだちや 内田 麟太郎 偕成社 

6 ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版 

7 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子 福音館 

8 だいこんどのむかし 渡辺 節子 ほるぷ出版 

9 おしいれのぼうけん 田畑 精一 童心社 

10 きつねのおきゃくさま あまんきみこ サンリード 

11 にじ ジークフリード・ビー・ルブレヒト セーラー出版 

12 こんこんさまにさしあげそうろう 森 はな PHP出版 

13 １４ひきのおつきみ いわむら かずお 童心社 

14 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男 福音館 

15 花いっぱいになあれ 松谷 みよ子 大日本図書 

16 青いかいじゅうと赤いかいじゅう デイビット・マッキー アーニ出版 

17 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン 福音館 

18 お月さまってどんなあじ ミヒャエル・グレイニェク セーラー出版 

19 これはのみのぴこ 谷川 俊太郎 サンリード 

20 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ 福音館 



曙小学校 必読書リスト 

 

2年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 いやいやえん 中川 李枝子 福音館 

2 やまなしもぎ 平野 直 福音館 

3 ペンギンたんけんたい 斉藤 洋 講談社 

4 くまの子ウーフ 神沢 利子 ポプラ社 

5 虫のひげ 高家 博成 新日本出版 

6 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい ポプラ社 

7 フレデリック レオ・レオニ 好学社 

8 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版社 

9 すみれちゃん 石井 睦美 偕成社 

10 コウテイペンギンのおやこ 内山 晟 ポプラ社 

11 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子 福音館 

12 はなさかじい 西山 繁男 童心社 

13 となりのまじょのマジョンナさん ノーマン・ブリッドウェル 偕成社 

14 てがみをください 山下 明生 文研出版 

15 ぽんぽん山の月 あまん きみこ 文研出版 

16 ありがとうをわすれると 山下 明生 学習研究社 

17 うそつきたいかい 矢玉 四郎 岩崎書店 

18 ベンジャミンのたからもの ガース・ウィリアムズ あすなろ書房 

19 おまえうまそうだな 宮西 達也 ポプラ社 

20 てんぐちゃん 今江 祥智 偕成社 
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3年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 魔女のたまご マデライン・エドモンドソン あかね書房 

2 車のいろは空のいろ１ あまん きみこ ポプラ社 

3 ねずみのアナトール タイタス 文研出版 

4 まるいちきゅうのまるいちにち 安野 光雅 童話屋 

5 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市 久美子 あすなろ書房 

6 ことばあそびうた 谷川 俊太郎 福音館 

7 かくれ山の冒険 富安 陽子 PHP研究所 

8 キロコちゃんとみどりのくつ たかどの ほうこ あかね書房 

9 だれもしらない 灰谷 健次郎 あかね書房 

10 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 波瀬 満子 冨山房 

11 宝島 スティーブンソン 世界文化社 

12 エルマーのぼうけん R・S・ガネット 福音館 

13 てんぷらぴりぴり まど みちお 大日本図書 

14 まどさんとさかたさんのことばあそび 阪田 寛夫・まどみちお 小峰書店 

15 雑木林のコレクション 今森 光彦 フレーベル館 

16 ばけものつかい 川西 誠 クレヨンハウス 

17 介護犬ターシャ 大塚 敦子 小学館 

18 ほしになったりゅうのきば 君島 久子 福音館 

19 わすれられないおくりもの スーザン・ハーレイ 評論社 

20 なん者ひなた丸 ねことんの術の巻 斉藤 洋 あかね書房 
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4年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 いつのまにか名探偵 杉山 亮 偕成社 

2 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社 

3 長くつ下のピッピ リンドグレーン 偕成社 

4 水鳥たちの干潟 蓮尾 純子 フレーベル館 

5 えっちゃんのせんそう 岸川 悦子 文渓堂 

6 びりっかすの神さま 岡田 淳 偕成社 

7 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー 偕成社 

8 おじいさんのハーモニカ ヘレン Vグリフィス あすなろ書房 

9 ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ 評論社 

10 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 岩波書店 

11 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ 評論社 

12 悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー 岩波書店 

13 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川 俊太郎 福音館 

14 世界の子どもたち アナベル・キンダスリー ほるぷ出版 

15 龍の子太郎 松谷 みよ子 講談社 

16 じごくのそうべえ 田島 征彦 童心社 

17 おれんじ屋のきぬ子さん 河俣 規世佳 あかね書房 

18 はるふぶき 加藤 多一 童心社 

19 チヌロップのきつね 高橋 宏幸 金の星社 

20 あらしのよるに 木村 裕一 講談社 
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5年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 のんびり転校生事件 後藤 竜二  新日本出版社 

2 ハラスよ！ありがとう 中野 孝次  ポプラ社 

3 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール  評論社 

4 ２分間の冒険 岡田 淳  偕成社 

5 マザー・テレサ 沖 守弘  講談社 

6 川は生きている 新装版 富山 和子  講談社 

7 かくまきの歌 杉 みき子  童心社 

8 ドリトル先生アフリカへ行く ヒュー・ロフティング  アスキー・メディア 

9 クジラと少年の海 小島 曠太郎  理論社 

10 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース  偕成社 

11 みどりのゆび モーリス・ドリュオン  岩波書店 

12 不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン  偕成社 

13 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール  評論社 

14 クローディアの秘密 EL カニグズバーグ  岩波書店 

15 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ  あすなろ書房 

16 森は呼んでいる 及川 和男  岩崎書店 

17 猫は生きている 早乙女 勝元  理論社 

18 どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治  岩崎書店 

19 よりぬきマザーグース 鷲津 名都江  岩波書店 

20 キャプテンはつらいぜ 後藤 竜二  講談社 
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6年生必読書 

    

  本の名前 作者名 出版社 

1 坊っちゃん 夏目 漱石 講談社 

2 気まぐれロボット 星 新一 理論社 

3 おれがあいつであいつがおれで 山中 恒 角川書店 

4 ベロ出しチョンマ 斉藤 隆介 理論社 

5 看護婦宮崎和加子 加藤 千代 理論社 

6 鬼の橋 伊藤 遊 福音館 

7 木かげの家の小人たち いぬい とみこ 福音館 

8 月の輪ぐま 椋 鳩十 岩崎書店 

9 走れメロス 太宰 治 アスキーメディア 

10 肥後の石工 今西 宏行 岩波書店 

11 絵本玉虫厨子の物語 平塚 武二 童心社 

12 奇厳城 ルブラン 集英社 

13 赤毛のアン LMモンゴメリ 講談社 

14 悲劇の少女アンネ シュナーベル 偕成社 

15 宮沢賢治 西本 鶏介 講談社 

16 生物の消えた島 田川 日出夫 福音館 

17 ヘレン・ケラー自伝 ヘレン・ケラー 講談社 

18 山のいのち 立松 和平 ポプラ社 

19 街のいのち 立松 和平 くもん出版 

20 世界がもし１００人の村だったら 池田 香代子 マガジンハウス 


