
　1年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 むしの　あいうえお いまもり　みつひこ

2 あがりめ　さがりめ　 ましま　せつこ

3 きょだいな　きょだいな はせがわ　せつこ

4 かにむかし きのした　じゅんじ

5 だいくと　おにろく まつい　ただし

6 はちうえは　ぼくにまかせて ジーン・ジオン

7 王さまと　九人の　きょうだい きみしま　ひさこ

8 ライギョの　きゅうしょく あべ　なつまる

9 もりの　へなそうる わたなべ　しげお

10 はじめての　キャンプ はなし　あきこ

11 おしいれの　ぼうけん ふるた　たるひ・たばた　せいいち

12 ふようどの　ふよこちゃん いいの　かずよし

13 あのね，わたしの　たからものはね ジャニス・メイ・ユードリイ

14 かいじゅうたちの　いる　ところ モーリス・センダック

15 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

16 番ねずみの　ヤカちゃん リチャード・ウィルバー

17 校庭の　ざっ草 ありさわ　しげお

18 こいぬが　うまれるよ ジョアンナ・コール

19 ふゆめ　がっしょうだん ちょう　しんた

20 いちねんせい たにかわ　しゅんたろう



　２年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 モグラ原っぱの　なかまたち ふるた　たるひ

2 ねこの　おんがえし なかがわ　りえこ

3 おばけの　ジョージー　おおてがら ロバート・ブライト

4 せかいいち　おいしい　スープ マーシャ・ブラウン

5 ちびっこ　大せんしゅ シド・ホフ

6 おひさまいろの　きもの ひろの　たかこ

7 世界の　だっこと　おんぶの　絵本 エメリー・バーナード　ドゥルガ・バーナード

8 おっきょちゃんと　かっぱ はせがわ　せつこ

9 鳥の　巣　ものがたり すずき　まもる

10 だんごむし　そらを　とぶ まつおか　たつひで

11 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし　たつや

12 魔女の　たまご マデライン・エドモンドソン

13 シップ船長と　うみぼうず かどの　えいこ

14 おじいちゃんが　おばけになった　わけ キム・フォップス・オーカソン

15 ごきげん　いかが　がちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター

16 チムと　ゆうかんな　せんちょうさん エドワード・アーディゾーニ

17 にじ ジークフリード・ピー・ルプレヒト

18 ぼくは　ねこの　バーニーが　だいすきだった ジュディス・ボースト

19 ホネホネ　たんけんたい まつだ　もとこ

20 みかんの　ひみつ いわま　しろう



　３年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 たまごからうま 酒井　公子

2 幼い子の詩集①パタポン 田中　和雄へん

3 りこうなおきさき モーゼス・ガスター＝文

4 世界のむかしばなし 瀬田　貞二＝やく

5 キロコちゃんとみどりのくつ たかどの　ほうこ

6 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川　宣子

7 ぼくは王さま 寺村　輝夫

8 エパミナンダス 東京子ども図書館＝へん

9 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子

10 エルマーのぼうけん ルース・クリスマン・ガネット

11 木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリイ

12 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン

13 わすられないおくりもの スーザン・バーレイ

14 イソップのおはなし 小出　正吾

15 しょうたとなっとう 星川　ひろ子・治雄

16 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後･･･今 神戸　光男

17 どうしてぼくをいじめるの？ ルイス･サッカー

18 雑木林のコレクション 今森　光彦

19 あまがえるりょこうしゃ　トンボいけたんけん 松岡　たつひで

20 エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする エリナー・ファージョン



　４年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 わらしべ長者 日本民話選

2 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ＝へん

3 チョコレート戦争 大石　真

4 口で歩く 丘　修三

5 白い　ぼうし あまん　きみこ

6 じっぽ　まいごのかっぱはくいしんぼう たつみや　章

7 龍の子太郎 松谷　みよ子

8 えっちゃんのせんそう 岸川　悦子

9 霧のむこうのふしぎな町 柏把　幸子

10 きまぐれロボット 星　新一

11 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー

12 ジュディ・モード，地球をすくう！ メーガン・マクドナルド

13 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン

14 なんでもただ会社 ニコラ・ド・イルシング

15 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川　俊太郎

16 花はどこから 一澤　ひらり

17 月のかがく えびな　みつる

18 写真で見る　世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス/ザハヴァット・シェイレブ＝へんちょ

19 わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン

20 その手に１本の苗木を クレア・Ａ・ニヴォラ



　５年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 いつも　どこかで 新川　和江

2 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋

3 狂言えほん　かきやまぶし 内田　麟太郎

4 Ｔｗｏ Ｔｒａｉｎｓ　とぅーとれいんず 魚住　直子

5 銀のほのおの国 神沢　利子

6 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治

7 お江戸の百太郎 那須　正幹

8 オオサンショウウオの夏 阿部　夏丸

9 オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ・シートン

10 ナヌークの贈りもの 星野　道夫

11 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ

12 進化のはなし　地球の生命はどこからきたか スティーブ・ジェンキンズ

13 鉄は魔法つかい　 畠山　重篤

14 鬼が出た 大西　廣

15 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワーズ

16 ほっぺん先生の日曜日・ほか 船崎　克彦

17 ドリトル先生　アフリカゆき ヒュー・ロフティング

18 キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二

19 希望への扉　リロダ 渡辺　有理子

20 こちら『ランドリー新聞』編集部 アンドリュー・クレメンツ



　６年生　推薦図書　２０冊　　
本の題名 作者名

1 絵本玉虫厨子の物語 平塚　武二

2 夏の庭 湯本　香樹美

3 新ちゃんがないた！ 佐藤　州男

4 バッテリー あさの　あつこ

5 ぼくがぼくであること 山中　恒

6 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ

7 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター

8 グリーン・ノウの子どもたち ルーシー・Ｍ・ボストン

9 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング　スティーブン・ホーキング

10 モモ ミヒャエル・エンデ

11 和算 佐藤　健一

12 井上ひさしの　子どもにつたえる日本国憲法 いわさき　ちひろ

13 国境なき医師団とは 早乙女　勝元・山本　耕二＝編

14 ならの大仏さま 加古　里子

15 こども「学問のすすめ」 齋藤　孝

16 約束「無言館」への坂をのぼって 窪島　誠一郎

17 土の中からでてきたよ 小川　忠博

18 シマが基地になった日 真鍋　和子

19 歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル

20 弟の戦争 ロバート・ウェストール


