
 学年別必読書一覧（令和２年度版） 
低学年は３０冊の中から２５冊以上。高学年は２０冊以上必ず読む。 

＜第１学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

まど・みちお詩集「ぞうさん・くまさん」 まど・みちお（岩崎書店） 

まほうのコップ 長谷川摂子（福音館書店） 

かにむかし 木下順二（岩波書店） 

はたらくくるま 小賀野実（ひかりのくに） 

しんせつなともだち ファン・イーチュン（福音館書店） 

てぶくろ うちだりさこ（福音館書店） 

しょうぼうじどうしゃ じぷた 渡辺茂男（福音館書店） 

めっきらもっきら どおんどん 長谷川摂子（福音館書店） 

はらぺこあおむし エリック・カール（偕成社） 

きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー（冨山房） 

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー（偕成社） 

はたらく自動車ずかん 高島鎮雄（成美堂出版） 

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック（冨山房） 

もりのなか マリー・ホール・エッツ（福音館書店） 

ぐりとぐら 中川李枝子（福音館書店） 

ねずみくんのチョッキ なかえよしを（ポプラ社） 

葉っぱのあかちゃん 平野隆久（岩崎書店） 

こいぬがうまれるよ ジャアンナ・コール（福音館書店） 

アリからみると 桑原隆一（福音館書店） 

雨、あめ ピーター・スピアー（評論社） 

これはのみのぴこ 谷川 俊太郎（サンリード） 

キャベツくん 長新太（文研出版） 

おおきくなるって いうことは 中川ひろたか（童心社） 

あいうえおうさま 寺村輝男（理論社） 

いのちのカプセル まゆ 新開孝（ポプラ社） 

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん パンダ ますいみつこ（ポプラ社） 

ありとすいか たむら しげる（ポプラ社） 

花いっぱいになぁれ 松谷 みよ子（大日本図書） 

もけら もけら 山下 洋輔（福音館書店） 

ハンタイおばけ トム＝マックレイ（光村教育図書） 

 

 



＜第２学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

はるにあえたよ 原京子（ポプラ社） 

カムイチカプ 藤村久和（絵本塾出版） 

八郎 斎藤隆介（福音館書店） 

吉四六さん 寺村輝夫（あかね書房） 

コーネリアス レオ＝レオニ（好学社） 

じぶんだけのいろ レオ＝レオニ（好学社） 

どうぶつげんきにじゅういさん 山本省三（講談社） 

てじなでだましっこ 佐伯俊男（福音館書店） 

みんなであそぼう 石井英行（玉川大学出版部） 

かみコップでつくろう よしだきみまろ（福音館書店） 

ゆうひのしずく あまんきみこ（小峰書店） 

ふたりはともだち アーノルド・ローベル（文化出版局） 

だいこんどのむかし 渡辺節子（ほるぷ出版） 

ことばのこばこ 和田誠（瑞雲舎） 

けんかのきもち 柴田愛子（ポプラ社） 

あいうえおっとせい 谷川俊太郎（さ・え・ら書房） 

ねむりのはなし ポール＝シャワーズ（福音館書店） 

ばしん！ばん！どかん！ ピーター＝スピア（童話館出版） 

こんなしっぽでなにするの？ スティーブ＝ジェンキンズ，ロビン＝ペイジ 

（評論社） 

こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子（童心社） 

かあさんになったあーちゃん ねじめ正一（偕成社） 

きもち 谷川俊太郎（福音館書店） 

きんいろのとけい 片山令子（クレヨンハウス） 

さっちゃんのまほうのて たばたせいいいち ほか（偕成社） 

生麦生米生卵 長谷川義史（ほるぷ出版） 

お月さまってどんなあじ？ マイケル＝グレイニエツ（らんか社） 

はがぬけたらどうするの？ セルビー＝ビーラー（フレーベル館） 

せなかをとんとん 最上一平（ポプラ社） 

すみれちゃん 石井 睦美（偕成社） 

王さまと九人のきょうだい 君島 久子（岩波書店） 

 

 



＜第３学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

植物は動いている 清水清（あかね書房） 

へらない稲たば 李錦玉（岩崎書店） 

わたしと小鳥とすずと 金子みすず（ＪＵＬＡ出版社） 

花さき山 斎藤隆介（岩崎書店） 

ぞうのミミカキ まど・みちお（理論社） 

わすれられないおくりもの スーザン＝バーレイ（評論社） 

じゅげむ 川端誠（クレヨンハウス） 

おおきな木 シェル＝シルヴァスタイン（あすなろ書房） 

車のいろは空のいろ あまんきみこ（ポプラ社） 

ともだちや 内田麟太郎（偕成社） 

あらしのよるに 木村裕一（講談社） 

すてきな日本の伝統 いろいろあそび （教育画劇） 

学校ウサギをつかまえろ 岡田淳（偕成社） 

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉幸子（ポプラ社） 

さかなのかたち なかのひろみ まつざわせいじ（アリス館） 

やまおやじ 今村光彦（小学館） 

こどものずかんＭｉｏ たべもの （ひかりのくに） 

すがたをかえる米・麦 幕内秀夫・神みよ子（学研教育出版） 

世界のむかしばなし 瀬田貞二（のら書店） 

雄太昆虫記 ぼくのアシナガバチ研究所日記 中川雄太（くもん出版） 

長ぐつをはいたねこ ハンス＝フィッシャー（福音館書店） 

ほしになったりゅうのきば 君島久子（福音館書店） 

発見 栗林慧（フレーベル館） 

アゲハ 中山れいこ（少年写真新聞社） 

かわいそうな ぞう つちやゆきお（金の星社） 

塩の絵本 たかなしひろき（農山漁村文化協会） 

卵のひみつ 小竹千香子（さ・え・ら書房） 

としょかんライオン ミシェル＝ヌードセン（岩崎書店） 

島ひきおに 山下明生（偕成社） 

はれときどきぶた 矢玉四郎（岩崎書店） 

 

 

 



＜第４学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

春のお客さん あまんきみこ（ポプラ社） 

星のタクシー あまんきみこ（ポプラ社） 

お父さんゴリラは遊園地 山極寿一（新日本出版社） 

視覚ミステリーえほん ウォルター＝ウィック（あすなろ書房） 

ピトゥスの動物園 サバスティア＝スリバス（あすなろ書房） 

のはらうたⅠ 工藤直子（童話屋） 

ゾウの長い鼻には，おどろきのわけがある！ 山本省三（くもん出版） 

花のにおう町 安房直子（岩崎書店） 

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋（講談社） 

長くつ下のピッピ アストリッド＝リンドグレーン（岩波書店） 

見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ＝ヨーゼフ＝ファイニク（あかね書

房） 

さわるめいろ 村山純子（小学館） 

新聞をつくろう 大沢和子ほか（さ・え・ら書房） 

教室はまちがうところだ 蒔田晋治（子どもの未来社） 

どうぶつ句会 あべ弘士（学研教育出版） 

100万回生きたねこ  佐野洋子（講談社） 

日本の材木 杉 ゆのきようこ（理論社） 

いのちのおはなし 日野原重明（講談社） 

夕日がせなかをおしてくる  阪田寛夫（岩崎書店） 

あきらめないこと，それが冒険だ 野口健（学研教育出版） 

ことわざ絵本 五味太郎（岩崎書店） 

せかいで いちばん つよい国 デビッド＝マッキー（光村教育図書） 

写真でわかる慣用句辞典 （学研教育出版） 

ヒロシマの歌 今西祐行（偕成社） 

ひろしまのピカ 丸木俊（小峰書店） 

手ぶくろを買いに 新美南吉（偕成社） 

金のさかな 松谷さやか（偕成社） 

岳物語 椎名誠（集英社） 

おじいさんのランプ 新美南吉（岩崎書店） 

風と木の歌 安房直子（偕成社） 

 

 



＜第５学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

１２月の夏休み 川端裕人（偕成社） 

小学五年生 重松清（文藝春秋） 

ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平（理論社） 

熱帯雨林のコレクション 横塚眞己人（フレーベル館） 

ツキノワグマ 宮崎学（偕成社） 

バーナムの骨 トレイシー＝Ｅ＝ファーン（光村教育図書） 

伝統工業を調べよう 北俊夫（国土社） 

片耳の大シカ 椋鳩十（偕成社） 

北の森の十二月 上・下 ニコライ＝スラトコフ（福音館書店） 

鹿よ おれの兄弟よ 神沢利子（福音館書店） 

日本のすがた 2013 公益財団法人 矢野恒太記念会（矢野恒太記念会） 

手塚治虫 国松俊英（ポプラ社） 

レイチェル・カーソン ジンジャー＝ワズワース(偕成社) 

自由のたびびと 南方熊楠 三田村信行（ＰＨＰ研究所） 

小さな町の風景 杉みき子（偕成社） 

絵とき ゾウの時間とネズミの時間 本川達雄（福音館書店） 

杉原千畝物語 杉原幸子・杉原弘樹（金の星社） 

まめつぶうた まど・みちお（理論社） 

北極熊 ナヌーク ニコラ＝デイビス（ＢＬ出版） 

木を植えた男 ジャン＝ジオノ（あすなろ書房） 

ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス（岩波書店） 

チョコレート工場の秘密 ロアルド＝ダール（評論社） 

ふたりのイーダ 松谷みよ子（講談社） 

江戸の笑い 興津要（講談社） 

せいめいのれきし バージニア＝リー＝バートン（岩波書店） 

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎（福音館書店） 

地球の声に耳をすませて 大木聖子（くもん出版） 

川は生きている 富山和子（講談社） 

地球パラダイス 工藤直子（偕成社） 

漁師さんの森づくり 畠山重篤（講談社） 

 

 

 



＜第６学年＞ 

本の題名 作者名・出版社名 

クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ（岩波書店） 

川の名前 川端裕人（早川書房） 

スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック（金の星社） 

チームふたり 吉野万理子（学研教育出版） 

エルマーのぼうけん ルース＝スタイルス＝ガネット（福音館書店） 

バッテリー あさのあつこ（角川書店） 

ぼくの仕事場は富士山です 近藤光一（講談社） 

つぎ，なにをよむ？５・６年 秋山朋恵（偕成社） 

キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ（玉川大学出版部） 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治（偕成社） 

注文の多い料理店 宮沢賢治（子どもの未来社） 

風の又三郎 宮沢賢治（偕成社） 

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治（ポプラ社） 

ひらめき美術館 結城昌子（小学館） 

子どものためのアートブック （ファイドン） 

見てごらん！名画だよ マリー＝セリエ（西村書店） 

すごい自然図鑑 石田秀輝（ＰＨＰ研究所） 

山のいのち 立松和平（ポプラ社） 

肥後の石工 今西祐行（岩波書店） 

西の魔女が死んだ 梨木香歩（新潮社） 

冒険者たち 斎藤惇夫（岩波書店） 

土の中から出てきたよ 小川忠博（平凡社） 

悲劇の少女アンネ シュナーベル（偕成社） 

ぼくらの先生！ はやみねかおる（講談社） 

エーミールと探偵たち エーリヒ＝ケストナー（岩波書店） 

きまぐれロボット 星新一（角川書店） 

てつがくのライオン 工藤直子（理論社） 

しごと館 （小学館） 

あなたのたいせつなものはなんですか？…カ

ンボジアより 

山本敏晴（小学館） 

アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海（新日本出版社） 

 


