
ページをめくるとページをめくるとページをめくるとページをめくると音楽音楽音楽音楽がががが（（（（５５５５年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 ネコとクラリネットふき 岡田　淳／〔作〕 クレヨンハウス 1996
2 青い一角（つの）のギャロップ 西沢　杏子／作 角川学芸出版 2010
3 ピアノはともだち こうやま　のりお／著 講談社 2011
4 世界の「楽器」絵事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2007
5 セロ弾きのゴーシュ 藤城　清治／影絵 講談社 2012
6 きらめいて！ハッピー・ジャズ 竹内　もと代／作 国土社 2008
7 ひみつのがっき 五味　太郎／さく 偕成社 2006

伝記伝記伝記伝記　～　～　～　～生生生生きききき方方方方をををを学学学学ぶぶぶぶ（（（（５５５５年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 学問のすすめをかいた思想家　福沢諭吉 安田　常雄/監修 ミネルヴァ書房 2011
2 サリバン先生 鳥飼　行博 集英社 2011
3 こどものためのすごい！名言 齋藤　孝 ＰＨＰ 2011
4 夢チャレンジきらり山口人物伝　Ｖｏｌ．１ 夢チャレンジ出版事業刊行委員会 （財）山口県ひとづくり財団 2007
5 オバマ　ＹＥＳ　ＷＥ　ＣＡＮ！ ロバータ・エドワーズ 岩崎書店 2009
6 いつもみていた　ゆめをかなえた女の子　ジェーン・グドール ジャネット・ウィンター 福音館書店 2012

世界世界世界世界のともだちのともだちのともだちのともだち（（（（５５５５年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 地球をほる 川端　誠/作 ＢＬ出版 2011
2 写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス/編著 あすなろ書房 2008
3 世界のじゃんけん大集合 田中　ひろし/著 今人舎 2009
4 ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ/写真・文 ポプラ社 2013
5 ピンポン空へ 工藤　純子/作 ポプラ社 2009
6 せかいじゅうのこどもたちが 篠木　真/写真 ポプラ社 2010

何何何何になるになるになるになる！？～！？～！？～！？～仕事仕事仕事仕事のののの話話話話～（～（～（～（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 夏の記者 福田　隆浩 講談社 2010
2 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 2006
3 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 あかね書房 2010
4 新１３歳のハローワーク 村上　竜 幻冬舎 2010



5 好きからチャレンジ！資格と検定の本 学研 2005
6 木の声が聞こえますか 池田　まき子 岩崎書店 2010
7 ぼちぼちいこか マイク　セイラー 偕成社 1980

伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化にににに親親親親しむ・１しむ・１しむ・１しむ・１（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 お江戸決まり文句 杉山　亮 河合楽器製作所・出版 2002
2 かみなり 内田　麟太郎 ポプラ社 2008
3 舎利 片山　清司 ＢＬ出版 2008
4 南総里見八犬伝 滝沢馬琴 偕成社 2002
5 江戸のなぞ絵 岩崎　均史 汐文社 2009
6 鬼の首引き 岩城　範枝 福音館書店 2006

伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化にににに親親親親しむ・２しむ・２しむ・２しむ・２（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 お江戸決まり文句 杉山　亮 河合楽器製作所・出版事業部 2002

2 かみなり 内田　麟太郎 ポプラ社 2008

3 舎利 片山　清 ＢＬ出版 2008

4 江戸のなぞ絵 岩崎　均史 汐文社 2009

5 仮名手本忠臣蔵 竹田　出雲　原作 偕成社 2012

6 しどうほうがく もとしたいづみ 講談社 2007

原爆原爆原爆原爆についてについてについてについて考考考考えよう・１えよう・１えよう・１えよう・１（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 おばあちゃんのひみつ 松原　喜久子 ＫＴＣ中央出版 1997
2 パンプキン！ 令丈　ヒロ子 講談社 2011
3 やくそくのどんぐり 大門　高子 新日本出版社 2010
4 おりづるの旅 うみの　しほ ＰＨＰ研究所 2003
5 シゲコ！ 菅　聖子 偕成社 2010
6 奇跡のプレイボール 大社　充 金の星社 2009
7 ８月６日のこと 中川　ひろたか ハモニカブックス 2011

原爆原爆原爆原爆についてについてについてについて考考考考えよう・２えよう・２えよう・２えよう・２（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年



1 戦争を取材する 山本　美香 講談社 2011
2 パンプキン！ 令丈　ヒロ子 講談社 2011
3 やくそくのどんぐり 大門　高子 新日本出版社 2010
4 おりづるの旅 うみの　しほ ＰＨＰ研究所 2003
5 シゲコ！ 菅　聖子 偕成社 2010
6 ８月６日のこと 中川　ひろたか ハモニカブックス 2011

戦争戦争戦争戦争やややや原爆原爆原爆原爆についてについてについてについて考考考考えてみようえてみようえてみようえてみよう（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 六人の男たち デイビッド・マーキー/作 偕成社 1987
2 パンプキン！ 令丈　ヒロ子/著 講談社 2011
3 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉　辰春/作 童心社 1992
4 やくそくのどんぐり 大門　高子/文 新日本出版社 2010
5 おりづるの旅 うみの　しほ/作 ＰＨＰ研究所 2003
6 ８月６日のこと 中川　ひろたか/文 ハモニカブックス 2011

平和平和平和平和であるためにーであるためにーであるためにーであるためにー知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。原爆原爆原爆原爆のこと・のこと・のこと・のこと・戦争戦争戦争戦争のことのことのことのこと（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 絵で読む　広島の原爆 那須　正幹/文 福音館書店 1995
2 いしぶみー広島二中一年生全滅の記録 広島テレビ放送局/編 ポプラ社 2005
3 さがしています アーサー・ビナード/作 童心社 2012
4 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉　辰春/作 童心社 1992
5 パンプキン！ 令丈　ヒロ子/著 講談社 2011
6 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史/作 教育画劇 2007

ぜんりょくあげてぜんりょくあげてぜんりょくあげてぜんりょくあげて　　　　がんばってがんばってがんばってがんばって　　　　ぜんりょくあげてぜんりょくあげてぜんりょくあげてぜんりょくあげて　　　　たのしんでたのしんでたのしんでたのしんで　（　（　（　（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 まどさんからの手紙　こどもたちへ まど・みちお著 講談社 2014
2 男子☆弁当部　オレらの友情てんこもり弁当 イノウエミホコ/作 ポプラ社 2010
3 あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト/文 光村教育図書 2002
4 宇宙がきみを待っている 若田光一・岡田茂/著 汐文社 2011
5 とぶ！夢に向かって 佐藤　真海/文 学研 2012
6 ストグレ！ 小川　智子/作 講談社 2013
7 りきしのほし 加藤　休ミ/作 イースト・プレス 2013



宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 宮沢賢治　おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 西本　鶏介／文 ポプラ社 1998
2 セロ弾きのゴーシュ 藤城　清治／影絵 講談社 2012
3 どんぐりと山猫 宮沢　賢治／作 にっけん教育出版社 2004
4 ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば ＮＨＫ放送文化研究所／監修 学研 2005
5 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／作 偕成社 2000
6 グスコーブドリの伝記 〔宮沢　賢治／著〕 くもん出版 1993
7 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 講談社 1985

アートなアートなアートなアートな秋秋秋秋（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 チビ虫マービンは天才画家！ エリース・ブローチ／作 偕成社 2011

2
今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー
不思議は生命に出会う旅・世界の昆虫

今森　光彦／著 偕成社 2008

3 イザベルと天使 ティエリー・マニエ／作 金の星社 2003

4 新おはなし名画シリーズ２３　鳥獣戯画 辻　惟雄／監修 博雅堂出版 2011

5 だじゃれどうぶつ図鑑 薮内　正幸／原案・絵 偕成社 2012

6 だまし絵でわかる脳のしくみ 竹内　龍人／著 誠文堂新光社 2012

7 モナ・リザをぬすんだのはだれ？ ルーシー・ナップ／文 岩波書店 2011

世界世界世界世界のののの中中中中のののの日本日本日本日本（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 世界にはばたく日本力　日本のマンガ・アニメ こどもくらぶ編纂 ほるぷ出版 2012
2 チョコレートがおいしいわけ はんだ　のどか アリス館 2010
3 それ日本と逆！？文化の違い習慣の違い 須藤　健一監修 学研教育出版 2012
4 アジアの小学生　（中国） 河添　恵子 学研教育出版 2011
5 ピンポン空へ 工藤　純子 ポプラ社 2009
6 ねんどぼうや ミラ・ゴンズバーグ 徳間書店 2003

おとなになったらおとなになったらおとなになったらおとなになったら何何何何になるになるになるになる？（？（？（？（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 エースの誇りと責任 内海　哲也/監修 あかね書房 2013
2 わたしたちはいのちの守人 岩貞　るみこ/作 講談社 2014



3 ２１世紀こども百科　しごと館 小学館 2006
4 大人になったら何になる？ ジェシカ・ロイ/著 バベル　プレエス 2010
5 林業少年 堀米　薫/作 新日本出版 2013
6 テラプト先生がいるから ロブ・ブロイエー/作 静山社 2013
7 たくさんのドア アリスン・マギー/文 主婦の友社 2010

親思親思親思親思うううう心心心心にまさるにまさるにまさるにまさる親心親心親心親心（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 ライジング父サン くすのき しげのり‖作 フレーベル館 2012
2 イチロー　進化する天才の軌跡 佐藤 健‖  著 講談社 2000
3 おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子‖  作 童心社 2002
4 お母さん、ひらけゴマ！ 西本 鶏介‖作 ポプラ社 1997
5 おかあさんへ、世界中のこどもたちからプレゼント 山本 敏晴‖  編著 小学館 2013
6 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史‖  作 講談社 2012

科学物科学物科学物科学物（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 黒い太陽のおはなし 寮　美千子 小学館 2009
2 虫のくる宿 森上　信夫 アリス館 2007
3 鳥のくちばし図鑑 国松　俊英 岩崎書店 2007
4 ホネホネたんけんたい 西澤　真樹子 アリス館 2008
5 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館 童心社 2007
6 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄 福音館書店 1993
7 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 2006

何何何何になるになるになるになる？（？（？（？（いろいろないろいろないろいろないろいろな職業職業職業職業）（）（）（）（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 夏の記者 福田　隆浩 講談社 2010
2 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 2006
3 しごとば 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 2009
4 新１３歳のハローワーク 村上　竜 幻冬舎 2010
5 ぼくは恐竜造形家 荒木　一成 岩崎書店 2010
6 ぼちぼちいこか マイク　セイラー 偕成社 1980



夢夢夢夢（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 ぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館 1989
2 ヤモリの指から不思議なテープ 松田　素子 アリス館 2011
3 いつもみていた ジャネット・ウィンター 福音館書店 2012
4 新１３歳のハローワーク 村上　龍 幻冬舎 2010
5 カンナ道のむこうへ くぼ　ひでき 小峰書店 2012
6 ぼちぼちいこか マイク・セイラー 偕成社 1980

いろいろないろいろないろいろないろいろな色色色色（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年

1 モミジのつばさ 多田　多恵子 偕成社 2008
2 小さな山神スズナ姫 富安　陽子 偕成社 1996
3 ヤギの見る色どんな色？ 岸上　裕子 ポプラ社 2004
4 世界の国旗図鑑 苅安　望 偕成社 2007
5 おとうとは青がすき イフェオマ・オニェフル 偕成社 2006
6 闇の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 1999
7 ストライプ デヴィッド・シャノン セーラー出版 1999

キ・セ・キキ・セ・キキ・セ・キキ・セ・キ（（（（５５５５，，，，６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 オウエンとムゼイ　－なかよしのことば イザベラ・ハトコフ、クレイグ・ハトコフ、ポーラ・カフンブ日本放送出版協会 2007
2 命のバトン　－津波を生きぬいた奇跡の牛の物語 堀米　薫 佼成出版社 2013
3 世界で一番の贈りもの マイケル・モーパーゴ 評論社 2005
4 かぎりなくやさしい花々 星野　富弘 偕成社 1986

戦争戦争戦争戦争・・・・原爆原爆原爆原爆・１・１・１・１（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 パンプキン！模擬原爆の夏 令丈 ヒロ子 講談社 2011
2 絵で読む広島の原爆 那須　正幹 福音館書店 1995
3 つる　サダコの願い エリーナ・コア 日本図書センター 2005
4 八月の光 朽木　祥 偕成社 2012
5 被爆者　６０年のことば 会田　法行 ポプラ社 2005
6 へいわってすてきだね 安里　有生/詩　長谷川　義史/画 ブロンズ新社 2014



戦争戦争戦争戦争・・・・原爆原爆原爆原爆・２・２・２・２（（（（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 さくら 田畑　精一 童心社 2013
2 ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや ポプラ社 2002
3 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉　辰春 童心社 1992
4 八月の光 朽木　祥 偕成社 2012
5 つる　サダコの願い エリーナ・コア 日本図書センター 2005
6 パンプキン！模擬原爆の夏 令丈 ヒロ子 講談社 2011
7 へいわってすてきだね 安里　有生/詩　長谷川　義史/画 ブロンズ新社 2014

なかまってなかまってなかまってなかまって？（？（？（？（６６６６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 なでしこのおしえ 早草　紀子 武田ランダムハウスジャパン 2012
2 スウィング！ 横沢　彰 童心社 2011
3 ぼくらの地図旅行 那須　正幹 福音館書店 1989
4 ともだち 谷川　俊太郎 玉川大学出版部 2002
5 テラプト先生がいるから ロブ･ブイエー 静山社 2013
6 ともだち 太田　大八 講談社 2004

あなたもタイムトラベラーあなたもタイムトラベラーあなたもタイムトラベラーあなたもタイムトラベラー！？（！？（！？（！？（５・６５・６５・６５・６年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 時間をまきもどせ！ ナンシー　エチメンディ 徳間書店 2008
2 アインシュタインとタイムトラベルの世界 佐藤　勝彦 幻冬舎 2014
3 かぐや姫のおとうと 広瀬　寿子 国土社 2015
4 まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口　孝介：監修 学研教育出版 2014
5 カエサルくんとカレンダー いけがみ　しゅんいち 福音館書店 2012

チームチームチームチーム！！！！
書名 著者 出版者 出版年

1 おへそのあな 長谷川　義史 BL出版 2006
2 こぶたのポインセチア フェリシア・ボンド 岩崎書店 2000
3 にぐるまひいて ドナルド・ホール ほるぷ出版 1980
4 べんり屋、寺岡の夏。 中山　聖子 文研出版 2013
5 チームふたり 吉野　万理子 学研 2007
6 卒業の歌　ぼくたちの挑戦 本田　有明 PHP研究所 2010



7 半日村 斎藤 隆介 岩崎書店 1980


