
書名 作者 出版社

1 小さな町の風景　 杉　みき子／作　佐藤　忠良／絵 偕成社 913 ｽ

2 北の森の十二か月　上　
ニコライ・スラトコフ／文
ニキータ・チャルーシン／絵 福音館書店 480 ｽ1

3 北の森の十二か月　下
ニコライ・スラトコフ／文
ニキータ・チャルーシン／絵 福音館書店 480 ｽ2

4 あまんきみこセレクション　５　ある日ある時 あまん　きみこ／著 三省堂 913 ｱﾏ5

5 空から宝ものが降ってきた！　 伊藤　親臣／著 旬報社 50 ｲ

6 知ろう！再生可能エネルギー　 馬上　丈司／著 少年写真新聞社 50 ﾏ

7 川とノリオ　 いぬい　とみこ／作　長谷川　集平／絵 理論社 913 ｲ

8 ぼくは満員電車で原爆を浴びた　 米澤　鐡志／語り　由井　りょう子／文 小学館 A916 ﾖ

9 西の魔女が死んだ　 梨木　香歩／著 新潮社 BF ﾅ

10 絵本　玉虫厨子の物語 平塚　武二／作　　太田　大八／画 童心社 E ｵ

11 ハチドリのひとしずく 辻　信一／監修 光文社 51 ﾊ

12 おーいぽぽんた 茨木　のり子／〔ほか〕編集委員 福音館書店 911 ｵ

13 トモ、ぼくは元気です 香坂　直／著 講談社 913 ｺ

14 さよならエルマおばあさん 大塚　敦子／写真・文 小学館 49 ｵ

15 ファニー１３歳の指揮官　 ファニー・ベン＝アミ／著 岩波書店 929 ﾍﾝ

16 精霊の守り人　 上橋　菜穂子／作　二木　真希子／絵 偕成社 913 ｳ

17 時をさまようタック ナタリー・バビット／作 評論社 93 ﾊ

18 二年間の休暇　 Ｊ・ベルヌ／作　朝倉　剛／訳 福音館書店 95 ﾍ

19 春の日や庭に雀の砂あひて
リチャード・ルイス／編
エズラ・ジャック・キーツ／絵 偕成社 E ｷ

20 １２歳たちの伝説 後藤　竜二／作 新日本出版社 913 ｺ

21 夏の庭－The Friends－ 湯本　香樹実／作 徳間書店 913 ﾕ

22 汽笛 長崎　源之助／作 ポプラ社 913 ﾅ

23 ルリユールおじさん いせ　ひでこ／作 理論社 E ｲ

24 ナビル　ある少年の物語 ガブリエル・バンサン／作 ＢＬ出版 E ﾊ

25 アフガニスタン山の学校の子どもたち 長倉　洋海／著 偕成社 74 ﾅ

26 オーロラの向こうに 松本　紀生／著 教育出版 29 ﾏ

27 津波ものがたり　 山下　文男／著　宮下　森／画　箕田　源二郎／画 童心社 45 ﾔ

28 がんばっぺ！アクアマリンふくしま　 中村　庸夫／著 フレーベル館 480 ﾅ

29 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！　 深光　富士男／文 佼成出版社 317 ﾌ

30 それでも、海へ　 安田　菜津紀／写真・文 ポプラ社 36 ﾔ

言葉で伝え合おう

筆者のものの見方や感じ方などにふれ、随筆（ずいひつ）に親しもう

筆者の考えを読み、説明の仕方の特徴（とくちょう）をとらえよう

すぐれた表現の効果を考えて、登場人物の心情を読もう

　　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6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6・上巻」（教育出版刊）

請求記号

付録

６年生で読みたい本①

６年生で読みたい本②



書名 作者 出版社 請求記号

31 わたしのひかり モリー・バング／作 評論社 E ﾊ

32 地球の声に耳をすませて　 大木　聖子／著 くもん出版 45 ｵ

33 「あの日」のこと　 高橋　邦典／写真・文 ポプラ社 369 ﾀ

34 ７２時間生きぬくための１０１の方法　 夏　緑／著　たかおか　ゆみこ／絵 童心社 36 ﾅ

書名 作者 出版社

35 きつねの窓　 安房　直子／文　織茂　恭子／絵 ポプラ社 E ｵ

36 伊能忠敬　はじめて日本地図をつくった男　 国松　俊英／著　十々夜／画 岩崎書店 28 ｲ

37 生命の樹　チャールズ・ダーウィンの生涯 ピーター・シス／文・絵 徳間書店 E ｼ

38 アンネ・フランク　絵本
ジョゼフィーン・プール／文
アンジェラ・バレット／絵 あすなろ書房 E ﾊ

39 アーサー王物語　 ジェイムズ・ノウルズ／作 偕成社 933 ﾉｳ

40 青葉の笛　 あまん　きみこ／文　村上　豊／絵 ポプラ社 E ﾑﾗ

41 星の林に月の船 大岡　信／編 岩波書店 911 ﾎ

42 夕凪の街　桜の国 こうの　史代／著 双葉社 A726 ｺ

43 ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？ アレン・ネルソン／著 講談社 93 ﾈ

44 ユージン・スミス　楽園へのあゆみ 土方　正志／著 偕成社 74 ｽ

45 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 E ｳ

46 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 岩波書店 93 ｶ

47 引き出しの中の家　 朽木　祥／作　金子　恵／絵 ポプラ社 913 ｸ

48 ビート・キッズ 風野　潮／作 講談社 913 ｶ

49 クロティの秘密の日記 パトリシア・Ｃ．マキサック／作 くもん出版 93 ﾏ

50 太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 93 ｻ

51 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン／文 あすなろ書房 28 ﾊ

52 葛飾北斎 葛飾　北斎／〔画〕　小沢　弘／監修 博雅堂出版 72 ｶ

53 転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井　二美男／著 ポプラ社 49 ｳ

54 おじいちゃんは水のにおいがした　 今森　光彦／著 偕成社 66 ｲ

55 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館／著 童心社 45 ｷ

56 アニマルアイズ２　死を食べる 宮崎　学／著 偕成社 481 ﾐ2

57 イクバルの闘い　 フランチェスコ・ダダモ／作
荒瀬　ゆみこ／訳 鈴木出版　 97 ﾀ

58 宇宙においでよ！ 野口　聡一／著 講談社 53 ﾉ

59 マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
マララ・ユスフザイ／著
パトリシア・マコーミック／著 岩崎書店 28 ﾕ

60 ピアノはともだち　 こうやま　のりお／著 講談社 76 ﾂ

61 走れ！やすほ　にっぽん縦断地雷教室 上　泰歩／文 国土社 31 ｳ

62 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース／著 偕成社 28 ｶ

63 キング牧師の力づよいことば ドリーン・ラパポート／文 国土社 19 ｷ

64 あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健／著 野口　健 78 ﾉ

65 ブータンの朝日に夢をのせて　 木暮　正夫／作 くもん出版 916 ｺ

66 ジョン万次郎漂流記　 井伏　鱒二／作 偕成社 913 ｲ

付録

６年生で読みたい本③

６年生で読みたい本④

請求記号

登場人物の変化を読み、自分の考えをまとめよう

伝記を読んで、人物の生き方について自分の考えをまとめよう

「広がる言葉　小学国語6・下巻」（教育出版刊）


