
1 わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ/著（ＪＵＬＡ出版局）

2 クマのプーさんとぼく A・A・ミルン/著 E・H・シェパード/絵

小田島 雄志 小田島 若子/訳（河出書房新社）

3 夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫/詩 高畠 純/絵（国土社）

4 絵くんとことばくん 天野 祐吉/作 大槻 あかね/絵（福音館書店）

5 まどさんとさかたさんのことばあそび まど みちお 阪田 寛夫/文 かみや しん/絵（小峰書店）

詩・言葉

1 木 佐藤 忠良/画 木島 始/文（福音館書店）

2 きつねの窓 安房 直子/文 織茂 恭子/絵（ポプラ社）

3 島ひきおに 山下 明生/文 梶山 俊夫/絵（偕成社）

4 ソメコとオニ 斎藤 隆介/作 滝平 二郎/絵（岩崎書店）

5 ねこのなまえ いとう ひろし/作（徳間書店）

6 槍ヶ岳山頂 川端 誠/作（BL出版）

7 えぞりすのあさ 手島 圭三郎/作・絵（リブリオ出版）

8   １つぶのおこめ デミ/作 さくま ゆみこ/訳（光村教育図書）

9 いのちのおはなし 日野原 重明/文 村上 康成/絵（講談社）

10 じごくのそうべえ★ たじま ゆきひこ/作（童心社）

11   手ぶくろを買いに 新美 南吉/作 黒井 健/絵（偕成社）

12 チロヌップのきつね たかはし ひろゆき/文・絵（金の星社）

13 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン/作 ケビン・ホークス/絵 福本 友美子/訳 （岩崎書店）

14 １００万回生きたねこ 佐野 洋子/作・絵（講談社）

15 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ/作・絵 小川 仁央/訳（評論社）

16 天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン/作・絵 山口 文生/訳（評論社）

17 ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ/作 まつおか きょうこ/訳（福音館書店）

18 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）

19 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ/作 林 明子/絵（童心社）

絵 本

1 日本のむかしばなし 瀬田 貞二/文 瀬川 康男 梶山 俊夫/絵（のら書店）

2 世界のむかしばなし 瀬田 貞二/訳 太田 大八/絵（のら書店）

3 世界のはじまり マーグリット・メイヨー/再話 ルイーズ・ブライアリー/絵

百々 佑利子/訳（岩波書店）

4 龍の子太郎 松谷 みよ子/著 田代 三善/絵（講談社）

5 ひぐれのお客 安房 直子/作 MICAO/絵（福音館書店）

6 チョコレート戦争 大石 真/作 北田 卓史/絵（理論社）

7 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー/作 高橋 健二/訳（岩波書店）

8 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン/作 大塚 勇三/訳（岩波書店）

9 びりっかすの神さま 岡田 淳/作・絵（偕成社）

10 車のいろは空のいろ★ あまん きみこ/作 北田 卓史/絵（ポプラ社）

11 ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ/作 太田 大八/画

松岡 亨子 藤森 和子/訳（福音館書店）

12 森のおくの小さな物語 林原 玉枝/作 はらだ たけひで/絵（冨山房インターナショナル）

13 ルドルフとイッパイアッテナ★ 斉藤 洋/作 杉浦 範茂/絵（講談社）

14 子犬のロクがやってきた 中川 李枝子/作 中川 宗弥/絵（岩波書店）

15 ふしぎなかぎばあさん★ 手島 悠介/作（岩崎書店）

16 どんぐり山のやまんばあさん★ 富安 陽子/作 大島 妙子/絵（理論社）

17 大どろぼうホッツェンプロッツ★ オトフリート・プロイスラー/作 中村 浩三/訳（偕成社）

18 火曜日のごちそうはヒキガエル★ ラッセル・Ｅ・エリクソン/作 ローレンス・Ｄ・フィオリ/絵

佐藤 凉子/訳 （評論社）

19 子どもに語るアラビアンナイト 西尾 哲夫 茨木 啓子/再話 西尾 哲夫/訳（こぐま社）

物 語

1 しあわせの牛乳 佐藤 慧/著 安田 菜津紀/写真（ポプラ社）

2 いろのかけらのしま イ・ミョンエ/作・絵 生田 美保/訳（ポプラ社）

3 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松 義夫/文・写真 西山 晶/絵（福音館書店）

4 あなたの声がききたい 岸川 悦子/文 岡本 順/絵（佼成出版社）

5 どんなかんじかなあ 中山 千夏/文 和田 誠/絵（自由国民社）

6 耳の聞こえないメジャーリーガー ウイリアム・ホイ
ナンシー・ チャーニン/文 ジェズ・ツヤ/絵 斉藤 洋/訳（光村教育図書）

社会・歴史・文化

1 星座を見つけよう H.A.レイ/作・絵 草下 英明/訳（福音館書店）

2 月へ アポロ１１号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ/作・絵 日暮 雅通/訳（偕成社）

3 しっぽをなくしたイルカ 岩貞 るみこ/作 加藤 文雄/写真（講談社）

4 ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 山本 省三/文 喜多村 武/絵（くもん出版）

5 はじめてであうシートン動物記★ アーネスト・トムソン・シートン/原作

前川 康男/文（フレーベル館）

6 このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン/原作 あべ 弘士/絵

天野 祐吉/翻案（福音館書店）

7 ファーブル先生の昆虫教室★ 奥本 大三郎/文 やました こうへい/絵（ポプラ社）

8 助け合う生き物の話★ 伊藤 年一/文 今泉 忠明/監修（学研）

9 いのちのなぞ★ 越智 典子/文 沢田 としき/絵（朔北社）

10 ながいながい骨の旅 松田 素子/文 川上 和生/絵（講談社）

11 みずとは なんじゃ? かこ さとし/作 鈴木 まもる/絵（小峰書店）

自然・科学

＜中学年から読める本＞「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

白いおうむ、く
じゃくの化身、雪
うさぎ…。
ふしぎな動物たち
が、あなたをふし
ぎな世界へといざ
なってくれます。

どこかさびしそうな表
情で海を見つめる鳥た
ち。いったい、どうし
てなのでしょう？それ
は、私たちの暮らしに
関係があるかもしれま
せん。

「おさるのジョージ」

の作者が、読者に語り

かけるように、星座や

宇宙について教えてく

れます。家の外で楽し

く星をながめるのに、

一緒に持って行きたい

1冊です。

楽しい空想の世界
が広がる詩集。
きっと、あなたの
気持ちにぴったり
の詩が見つかりま
す。


