
書名 作者 出版社

1 白いぼうし　車のいろは空のいろ　１　 あまん　きみこ／作　 ポプラ社 913 ｱ

2 つるばら村のパン屋さん　 茂市　久美子／作　 講談社 913 ﾓ

3 カタツムリはサーカス名人？　 谷本　雄治／作 文溪堂 913 ﾀﾆ

4 子ども寄席　春・夏　 六代目柳亭燕路／作 日本標準 913 ﾘ1

5 子ども寄席　秋・冬　 六代目柳亭燕路／作 日本標準 913 ﾘ2

6 ばけものつかい 川端　誠／作 クレヨンハウス E ｶ

7 吉四六さん　 寺村　輝夫／文　 あかね書房 913 ﾃﾗ

8 日本の神話 松谷　みよ子／文 のら書店 913 ﾏ

9 遠野物語　 柳田　國男／原作　柏葉　幸子／編著　田中　六大／絵 偕成社 382 ﾔ

10 世界のむかしばなし 瀬田　貞二／訳 のら書店 90 ｾ

11 動物園ものがたり　 山田　由香／作　高野　文子／絵 くもん出版 913 ﾔ

12 絵で読む広島の原爆 那須　正幹／文 福音館書店 A31 ﾅ

13 みどりのゆび モーリス・ドリュオン／作 岩波書店 95 ﾄ

14 宇宙人のしゅくだい 小松　左京／作 講談社 913 ｺ

15 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／著 評論社 93 ﾀ

16 ほんとうの空色 バラージュ／作 岩波書店 99 ﾊ

17 地球は家族ひとつだよ　 冨岡　みち／著　加藤　真夢／絵 銀の鈴社 911 ﾄﾐ

18 よりぬきマザーグース 谷川　俊太郎／訳　　鷲津　名都江／編 岩波書店 93 ﾖ

19 大どろぼうホッツェンプロッツ　 プロイスラー／作　 偕成社 94 ﾌ

20 災害救助犬レイラ　 井上　こみち／著 講談社 36 ｲ

21 かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー／作・絵 徳間書店 E ｳ

22 ホタルの国から　沖縄・久米島のクメジマボタル さとう　なおみ・さとう　ふみやす／写真　文 新日本出版社 486 ｻ

23 １つぶのおこめ　さんすうのむかしばなし デミ／作　さくま　ゆみこ／訳 光村教育図書 E ﾃ

24 世界のともだち　０１　ルーマニア 偕成社 38 ｾ1

25 ゆりかごは口の中 桜井　淳史／著 ポプラ社 487 ｻ

26 世界一おいしい火山の本 林　信太郎／著 小峰書店 45 ﾊ

27 月のかがく　 えびな　みつる／絵と文　中西　昭雄／写真 旬報社 44 ｴ

28 イーダ ヨルン・フールム／文　トルシュタイン・ヘレヴェ／文 創元社 45 ﾌ

29 シートン動物記　オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 童心社 480 ｼ

30 雄太昆虫記 中川　雄太／作 くもん出版 486 ﾅ

31 どんぐりの穴のひみつ 高柳　芳恵／文 偕成社 486 ﾀ

32 赤い卵のひみつ　 樋口　広芳／著　鈴木　まもる／絵 小峰書店 488 ﾋ

　　令和２年１２月　習志野市立中央図書館　作成

国語の教科書で紹介されている本    小学4年生

中央図書館では、市内の小・中学校で使用している国語の教科書で
紹介されている本を、学年別に展示・貸出ししています。
（令和２年度～令和５年度使用予定）

「広がる言葉　小学国語4・上巻」（教育出版刊）

請求記号

場面の様子や、登場人物の気持ちを想像（そうぞう）しながら読もう

けっかとけつろんのつながりをとらえよう

登場人物のせいかくや、気持ちを想像して読もう

４年生で読みたい本①

４年生で読みたい本②



書名 作者 出版社

33 ごんぎつね 新美　南吉／作　 偕成社 E ｸ

34 木竜うるし　光村ライブラリー１４　 木下　順二／著 光村図書出版 918 ﾐ14

35 狐 新美　南吉／作　長野　ヒデ子／絵 偕成社 E ﾅ

36 おじいさんのランプ　 新美　南吉／著　長野　ヒデ子／絵 ポプラ社 913 ﾆ

37 ウミガメいのちをつなぐ岬　 櫻井　季己／文・写真 少年写真新聞社 487.9 ｻ

38 びっくり！マグロ大百科　 葛西臨海水族園クロマグロ飼育チーム／著 講談社 487 ﾋ

39 ユニバーサルデザインがわかる事典　 柏原　士郎／監修 ＰＨＰ研究所 50 ﾕ

40 みんながつかうたてものだから サジ　ヒロミ／文・絵 偕成社 E ｻｼ

41 木竜うるし　光村ライブラリー１４　 木下　順二／著 光村図書出版 918 ﾐ14

42 夕鶴・彦市ばなし　 木下　順二／著 旺文社 B912 ｷ

43 わらしべ長者　 木下　順二／作　赤羽　末吉／画 岩波書店 913 ｷ

44 せかいいちおいしいスープ　 マーシャ・ブラウン／文・絵　 岩波書店 E ﾌ

45 酒呑童子 川村　たかし／文　　石倉　欣二／絵 ポプラ社 E ｲ

46 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津　ちひろ／詩 理論社 911 ｲ

47 黒ねこのおきゃくさま　 ルース・エインズワース／作　 福音館書店 93 ｴ

48 おひさまいろのきもの 広野　多珂子／作・絵　 福音館書店 E ﾋ

49 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作 ＢＬ出版 E ｱ

50 楽しいスケート遠足　 ヒルダ・ファン・ストックム／作・絵 福音館書店 93 ﾌ

51 大きなたまご　 オリバー・バターワース／作　松岡　享子／訳 岩波書店 93 ﾊ

52 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや　章／著 講談社 913 ﾀ

53 はせがわくんきらいや 長谷川　集平／著 温羅書房・ブッキング E ﾊ

54 びりっかすの神さま 岡田　淳／作・絵 偕成社 913 ｵ

55 猫は生きている 早乙女　勝元／作 理論社 913 ｻ

56 エンザロ村のかまど　 さくま　ゆみこ／文　沢田　としき／絵 福音館書店 33 ｻ

57 天使のクリスマス ピーター・コリントン／さく ほるぷ出版 E ｺ

58 エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー／作 岩波書店 94 ｹ

59 ドリトル先生航海記　 ヒュー・ロフティング／作 岩波書店 93 ﾛ

60 干し柿 西村　豊／写真・文 あかね書房 E ﾆ

61 モグラはかせの地震たんけん　 松岡　達英／作・絵　溝上　恵／監修 ポプラ社 45 ﾏ

62 ありがとう、フォルカーせんせい せんせい　パトリシア・ポラッコ／作・絵 岩崎書店 E ﾎ

63 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン／作 フレーベル館 93 ﾏ

64 点字どうぶつえん 菊地　清／絵 同友館 37 ﾃ

65 犬たちがくれた音 高橋　うらら／著　　Ｍａｙｕｍｉ／写真 金の星社 36 ﾀ

66 車いすはともだち 城島　充／著 講談社 53 ｼ

67 わたしたち手で話します フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク／作 あかね書房 E ﾊ

68 だれも　しらない 灰谷　健次郎／作 あかね書房 913 ﾊ

69 わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ／編 偕成社 37 ｽ

70 ぼくのお姉さん 丘　修三／作 偕成社 913 ｵ

請求記号

場面のうつり変わりと結びつけ、登場人物の変化を読もう

「広がる言葉　小学国語4・下巻」（教育出版刊）

大事な言葉や文に気をつけて要約（ようやく）しよう

自分の経験（けいけん）と結びつけて考えよう

場面のうつり変わりと、登場人物の気持ちの変化を読もう

４年生で読みたい本③

４年生で読みたい本④


