
書名 作者 出版社

1 Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ　 魚住　直子／作　 学研 913 ｳ

2 しずかな日々　 椰月　美智子／著 講談社 913 ﾔ

3 池上彰と学ぶメディアのめ　 ＮＨＫ「メディアのめ」制作班／著　日本放送協会／著　 ＮＨＫ出版 361 ｲ

4 窓をひろげて考えよう　体験！メディアリテラシー 下村　健一／著 かもがわ出版 361 ｼ

5 大造じいさんとがん　 椋　鳩十／作　 理論社 E ｱ

6 片耳の大シカ　 椋　鳩十／著 ポプラ社 918 ﾑ2

7 レッド・フォックス　カナダの森のキツネ物語　 チャールズ・Ｇ．Ｄ．ロバーツ／作 福音館書店 480 ﾛ

8 子どもに語るアラビアンナイト　 西尾　哲夫／訳・再話　茨木　啓子／再話 こぐま社 92 ｺ

9 すき 谷川　俊太郎／作 理論社 911 ﾀ

10 子ども版声に出して読みたい日本語　９ 齋藤　孝／編 草思社 80 ｺ9

11 白旗の少女 比嘉　富子／作 講談社 916 ﾋ

12 お米は生きている 富山　和子／著 講談社 61 ﾄ

13 よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 福音館書店 E ｼ

14 夏ものがたり 野上　暁／編 偕成社 913 ﾅ

15 かはたれ 朽木　祥／作　山内　ふじ江／画 福音館書店 913 ｸ

16 ねらわれた星　星新一ショートショートセレクション 星　新一／作 理論社 913 ﾎ

17 チビ虫マービンは天才画家！　 エリース・ブローチ／作　 偕成社 93 ﾌ

18 オオサンショウウオの夏 阿部　夏丸／著 佼成出版社 913 ｱ

19 エリカ　奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー／文　　ロベルト・インノチェンティ／絵 講談社 E ｲ

20 怪人二十面相 江戸川　乱歩／作 ポプラ社 913 ｴ1

21 つくも神 伊藤　遊／作 ポプラ社 913 ｲ

22 リターン！　 山口　理／作　岡本　順／絵 文研出版 913 ﾔ

23 煮干しの解剖教室　 小林　眞理子／文　こばやし　ちひろ／絵　泉田　謙／写真 仮説社 487 ｺ

24 こちら『ランドリー新聞』編集部 アンドリュー・クレメンツ／作 講談社 93 ｸ

25 ほしになったりゅうのきば 君島　久子／再話　　赤羽　末吉／画 福音館書店 E ｱｶ

26 桃源郷ものがたり 陶　淵明／原作　　松居　直／文　　蔡　皋／絵 福音館書店 E ｻ

27 白いりゅう黒いりゅう 賈　芝・孫　剣冰／編 岩波書店 92 ｼ

28 西遊記１ 呉　承恩／原作　　唐　亜明／文　　于　大武／絵 偕成社 E ｳ1

29 西遊記２ 呉　承恩／原作　　唐　亜明／文　　于　大武／絵 偕成社 E ｳ2

30 西遊記３ 呉　承恩／原作　　唐　亜明／文　　于　大武／絵 偕成社 E ｳ3

31 ギルガメシュ王ものがたり　 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 岩波書店 E ｾ

32 きつねのホイティ　 シビル・ウェッタシンハ／さく　 福音館書店 E ｳ

33 子どもに語るアジアの昔話１ 松岡　享子／訳 こぐま社 92 ｺ1

くふうされた表現（ひょうげん）をもとに、登場人物のしんじょうをそうぞうして読もう

事例と解説（かいせつ）をもとに、言葉と事実との関係を考えよう

物語の全体像（ぜんたいぞう）をとらえ、やま場の場面を見つけて読もう

５年生で読みたい本①

　　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5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5・上巻」（教育出版刊）

請求記号

５年生で読みたい本②



書名 作者 出版社

34 子どもに語るアジアの昔話２ 松岡　享子／訳 こぐま社 92 ｺ2

35 だまされたトッケビ 神谷　丹路／編・訳 福音館書店 92 ﾀ

36 心を育てるこども論語塾　 安岡　定子／著　田部井　文雄／著 ポプラ社 123 ｺ

書名 作者 出版社

37 雪渡り　 宮沢　賢治／文　佐藤　国男／画 福武書店 E ｻ

38 セロひきのゴーシュ　 宮沢　賢治／作　茂田井　武／画 福音館書店 913 ﾐﾔ

39 注文の多い料理店　 宮沢　賢治／作 岩波書店 913 ﾐ

40 みんなを好きに　金子みすゞ物語　 矢崎　節夫／著 ＪＵＬＡ出版局 911 ｶ

41 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作 岩波書店 93 ｴ

42 狂言の大研究　“笑い”の古典芸能 茂山　千五郎／監修 ＰＨＰ研究所 77 ｷ

43 ギリシア神話 石井　桃子／編・訳 のら書店 99 ｷ

44 おおはくちょうのそら 手島　圭三郎／絵・文 リブリオ出版 E ﾃ

45 ケンスケの王国 マイケル・モーパーゴ／著 評論社 93 ﾓ

46 生きのびるために デボラ・エリス／作 さ・え・ら書房 93 ｴ

47 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二／著 汐文社 30 ｺ

48 ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治／著 講談社 53 ﾐ

49 ラモーゼ　上 キャロル・ウィルキンソン／作　入江　真佐子／訳 くもん出版 933 ｳｲ1

50 ラモーゼ　下 キャロル・ウィルキンソン／作　入江　真佐子／訳 くもん出版 933 ｳｲ2

51 空へつづく神話 富安　陽子／作 偕成社 913 ﾄ

52 てつびん物語 土方　正志／文 偕成社 36 ﾋ

53 百まいのドレス エレナー・エスティス／作 岩波書店 93 ｴ

54 糸子の体重計　 いとう　みく／作　佐藤　真紀子／絵 童心社 913 ｲﾄ

55 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット／作 福音館書店 93 ﾊ

56 チンギス・ハンの墓はどこだ？　 白石　典之／著 くもん出版 28 ﾁ

57 はるにれ 姉崎　一馬／写真 福音館書店 E ｱ

58 少年弁護士セオの事件簿　１　なぞの目撃者 ジョン・グリシャム／作　石崎　洋司／訳 岩崎書店 93 ｸ1

59 桜守のはなし　 佐野　藤右衛門／作 講談社 62 ｻ

60 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子／著　 さ・え・ら書房 53 ﾄ

61 こども文様ずかん　 下中　菜穂／著 平凡社 72 ｼ

62 みみずのカーロ 今泉　みね子／著 合同出版 37 ｲ

63 漁師さんの森づくり 畠山　重篤／著 講談社 51 ﾊ

64 ブタとサツマイモ 梅崎　昌裕／著 小峰書店 38 ｳ

65 ぼくはアホウドリの親になる　 南　俊夫／文・写真 偕成社 488.6 ﾐ

66 田んぼの不思議　 安室　知／著 小峰書店 61 ﾔ

67 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本　敏晴／写真・文 小学館 30 ﾔ

68 あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス＝スズキ／著 学陽書房 519 ｶ

69 竹炭のふしぎな力 中根　周歩／著 小峰書店 65 ﾅ

70 風の島へようこそ　 アラン・ドラモンド／さく　松村　由利子／やく 福音館書店 E ﾄ

71 ゴミにすむ魚たち　 大塚　幸彦／文・写真 講談社 481 ｵ

５年生で読みたい本④

表現の効果を考えながら、登場人物の関わりをとらえて読もう

みすずをさがし求めた筆者について、考えをまとめよう

付録

５年生で読みたい本③

「広がる言葉　小学国語5・下巻」（教育出版刊）

請求記号

請求記号


