
1 杉原千畝物語 杉原 幸子 杉原 弘樹/文（フォア文庫）

2 新渡戸稲造ものがたり 柴崎 由紀/著（銀の鈴社）

3 天と地を測った男 伊能忠敬 岡崎 ひでたか/作 高田 勲/画（くもん出版）

4 円周率の謎を追う 鳴海 風/作 伊野 孝行/画（くもん出版）

5 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリックス・マーティン/作

メアリー・アゼアリアン/絵 千葉 茂樹/訳（BL出版）

6 エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル/著 千葉 茂樹/訳（あすなろ書房）

7 手塚治虫―未来からの使者 石子 順/作 手塚 治虫/画（童心社）

8 マザー・テレサ シャーロット・グレイ/著 橘高 弓枝/訳（偕成社）

9 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース/著 上遠 恵子/訳（偕成社）

10 ネルソン・マンデラ自由へのたたかい パム・ポラック メグ・ベルヴィソ/著 伊藤 菜摘子/訳 （ポプラ社）

11 iPS細胞を発見！山中伸弥物語 上坂 和美/著 （PHP研究所）

12 スティーブ・ジョブズ パム・ポラック メグ・ベルヴィソ/著 伊藤 菜摘子/訳（ポプラ社）

13 世界でさいしょのプログラマー フィオナ・ロビンソン/作 せな あいこ/訳 （評論社）

14 月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ/作 ルーシー・ナイズリー/絵

鳥飼 玖美子/訳（評論社）

1 おれは歌だ おれはここを歩く
秋野 亥左牟/絵 金関 寿夫/訳（福音館書店）

2 だだずんじゃん 川崎 洋/詩 和田 誠/絵（いそっぷ社）

3 地球へのピクニック 谷川 俊太郎/詩 長 新太/絵（銀の鈴社)

4 俳句はいかが 五味 太郎/著（岩崎書店）

5 草野心平詩集 草野 心平/著 入沢 康夫/編（角川春樹事務所）

詩・言葉

1 宝島 Ｒ.Ｌ.スティーブンソン/作 寺島 龍一/画 坂井 晴彦/訳 （福音館書店）

2 とぶ船★ ヒルダ・ルイス/作 石井 桃子/訳（岩波書店）

3 三国志 ★ 渡辺 仙州/編・訳 佐竹 美保/絵（偕成社）

4 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー/作 池内 紀/訳（岩波書店）

５ バッテリー★ あさの あつこ/作（角川書店）

6 月の輪ぐま 椋 鳩十/作 村井 宗二/絵（岩崎書店）

7 肥後の石工 今西 祐行/作（岩波書店）

8 二分間の冒険 岡田 淳/著 太田 大八/絵（偕成社）

9 魔女の宅急便★ 角野 栄子/作 林 明子/画（福音館書店）

10 わらしべ長者 木下 順二/作 赤羽 末吉/画（岩波書店）

11 ギリシア神話 石井 桃子/編・訳 富沢妙子/絵（のら書店）

12 ライオンと魔女★ Ｃ.Ｓ.ルイス/作 瀬田 貞二/訳（岩波書店）

13    なめとこ山の熊 宮沢 賢治/作 中村 道雄/絵（偕成社）

14 いのちをいただく 坂本 義喜/原案 内田 美智子/作 魚戸おさむとゆかいななかまたち/絵（講談社）

15 きまぐれロボット 星 新一/作 和田 誠/絵（理論社）

16 大草原の小さな家★ ローラ・インガルス・ワイルダー/作 恩地 三保子/訳

ガース・ウィリアムズ/画（福音館書店）

17 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ/作 さくま ゆみこ/訳（あすなろ書房）

18 クローディアの秘密 E.L.カニグスハーグ/作 松永 ふみ子/訳（岩波書店）

19 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス/作 高杉 一郎/訳（岩波書店）

20 不思議の国のアリス ルイス・キャロル/作 ジョン・テニエル/画 生野 幸吉/訳 （福音館書店）

21 あわてんぼうウサギ 中川 素子/再話 バーサンスレン・ボロルマー/絵（小学館）

22 ドリトル先生アフリカゆき★ ヒュー・ロフティング/作 井伏 鱒二/訳（岩波書店）

23 劇団6年2組 吉野 万理子/作 宮尾 和孝/絵（学研教育出版）

24 花豆の煮えるまで ―小夜の物語ー 安房 直子/作 味戸 ケイコ/絵（偕成社）

25 クマのプーさん プー横丁にたった家 A・A・ミルン/作 Ｅ.Ｈ.シェパード/絵 石井 桃子/訳（岩波書店）

26 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木 和雄/作 加藤 美紀/画（金の星社）

物 語

自伝・伝記

１ せいめいのれきし 改訂版 バージニア・リー・バートン/文・絵 いしい ももこ/訳

まなべ まこと/監修 （岩波書店）

２ 赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ/文・絵 坪井 郁美/訳（福音館書店）

３ ファーブル昆虫記★ ジャン・アンリ・ファーブル/著 奥本 大三郎/訳解説（集英社）

４ ツキノワグマ 宮崎 学/著（偕成社）

５ クジラと少年の海 小島 曠太郎/著 江上 幹幸/写真（理論社）

６ 地球の声に耳をすませて 大木 聖子/著（くもん出版）

７ 川は生きている★ 富山 和子/作（講談社）

８ 飛べ！「はやぶさ」 松浦 晋也/文（学研教育出版）

９ 宇宙への秘密の鍵★ ルーシー・ホーキング スティーヴン・ホーキング/作

さく ゆみこ/訳 （岩崎書店）

１ 森の診療所ものがたり 竹田津 実/作 岡本 順/絵（偕成社）

２ さがしています アーサー・ビナード/作 岡倉 禎志/写真（童心社）

３ ドームがたり アーサー・ビナード/作 スズキ コージ/絵（玉川大学出版部）

４ 義足でかがやく 城島 充/著（講談社）

５ ともだち 谷川 俊太郎/文 和田 誠/絵（玉川大学出版部）

６ 星空を届けたい 高橋 真理子/文 早川 世詩男/絵（ほるぷ出版）

社会・歴史・文化

＜高学年向けの本＞「豊岡市推薦図書６０」

いろいろなジャンルの本を読んでみよう！！
何冊読めるかな？

◇発行：豊岡市教育委員会 ◇選定：豊岡市推薦図書作成委員会（2020年3月改訂）

★：シリーズがある本

森の近くの自宅でとき
どき自然の中の病んだ
生き物の脈をとる仁科
源三郎医師。ある日、
子どもたちがふ化して
間もないカルガモのヒ
ナを４羽連れてきまし
たが…

ピーターが手に入れた
小船は、実は、行きた
い所に連れて行ってく
れる「魔法の船」でし
た。ピーターたち４人
兄妹は、船に乗って、
エジプトや北欧神話の
世界など、時空を超え
た冒険に出かけました。

南極横断を目指して
船出したエンデュア
ランス号は、南極海
で流氷帯に閉じ込め
られ、動けなくなっ
てしまいました。
シャクルトン隊長と
乗組員たちは、この
困難にどう立ち向
かったのでしょうか。

アメリカ・インディ
アンの各部族で語り
伝えられた詩の数々。
狩りの成功や豊作を
祈り、夜明けの美し
さをたたえる。暮ら
しと自然が結びつい
た素朴で力強い魂の
言葉。

自然・科学


