
令和２年度「国語」紹介図書一覧

松江 西部 書　　　名 著者名 出版社 教材名 巻 頁

一ねんせいに なったら
まど・みちお／詩
かべやふよう／絵

ポプラ社 おはなし　たのしいな 上 10

○ ○ ぐりとぐら
なかがわりえこ
おおむらゆりこ

福音館書店 おはなし　たのしいな 上 10

１ねん１くみの１にち 川島 敏生／写真・文 アリス館 おはなし　たのしいな 上 11

さくら
長谷川 摂子／文
矢間芳子／絵・構成

福音館書店 おはなし　たのしいな 上 11

とのさま１ねんせい 長野ヒデ子、本田カヨ子／作・絵 あすなろ書房 おはなし　たのしいな 上 11

おおかみと七ひきのこやぎ
フェリクス・ホフマン／絵
せたていじ／訳

福音館書店 おはなし　たのしいな 上 11

キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 としょかんへ　いこう 上 40

かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック／さく
じんぐうてるお／やく

冨山房 としょかんへ　いこう 上 41

あいうえおおかみ
くどうなおこ／作
ほてはまたかし／絵

小峰書店 あいうえおで　あそぼう 上 63

あいうえおばけだぞ 五味太郎 絵本館 あいうえおで　あそぼう 上 63

ひらがな だいぼうけん 宮下すずか 偕成社 あいうえおで　あそぼう 上 63

○ ○ てぶくろ うちだりさこ 福音館書店 おおきな　かぶ 上 79

３びきのくま
トルストイ
おがさわら とよき 訳

福音館書店 おおきな　かぶ 上 79

○ ○ 三びきのやぎのがらがらどん せたていじ 福音館書店 おおきな　かぶ 上 79

もけら もけら 山下洋輔 福音館書店 としょかんと　なかよし 上 94

あさになったので まどをあけますよ 荒井良二 偕成社 としょかんと　なかよし 上 94

ハンタイおばけ
トム・マックレイ／文
青山南／訳

光村教育図書 としょかんと　なかよし 上 95

ちきゅうはメリーゴーラウンド まど・みちお 小峰書店 いちねんせいの　うた 上 98

もぐって かくれる 武田正倫／監修 金の星社 うみの　かくれんぼ 上 119

いきもの かくれんぼ 嶋田泰子 童心社 うみの　かくれんぼ 上 119

はたらくじどう車 元浦年康／監修 あかね書房 じどう車ずかんを　つくろう 下 34

ごみしゅうしゅう車・ゆうびん車 小峰書店編集部／編 小峰書店 じどう車ずかんを　つくろう 下 34

ジャックとまめの木 渡辺茂男 講談社 むかしばなしを　よもう 下 42

きたかぜとたいよう 蜂飼耳 岩崎書店 むかしばなしを　よもう 下 42

しらゆきひめ いもとようこ 金の星社 むかしばなしを　よもう 下 43

ブレーメンのおんがくたい 村岡花子 偕成社 むかしばなしを　よもう 下 43

ライオンとネズミ 蜂飼耳 岩崎書店 むかしばなしを　よもう 下 43

ながぐつをはいたねこ 末吉暁子 講談社 むかしばなしを　よもう 下 43

地域支援室（松江）・西部読書普及センター（浜田）に直接来館をするか、市町村図書館を通じて貸出いたします。
市町村によって取り寄せの条件などが変わりますので、詳しくは最寄りの図書館にご相談ください。
地域支援室（松江）の本を西部読書普及センター（浜田）に取り寄せる、または西部読書普及センターの本を
地域支援室に取り寄せることも可能です。本が必要になる10日以上前に、ご連絡ください。

光村図書　「こくご」　に紹介されている本　１年生

子どもグループ読書用図書　学習活用リスト

子どもグループ読書用図書として所蔵している本には、左側に○印が付いています。
同じ本を２０冊ずつそろえていますので、小学校の学習活動などにご活用ください。
貸出期間は２ヶ月です。セットでの貸出の為、１～２冊ずつの貸出は行っておりません。
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のはらうた Ⅰ 工藤直子 童話屋
かたつむりの　ゆめ
はちみつの　ゆめ

下 69

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん パンダ ますいみつこ ポプラ社 どうぶつの　赤ちゃん 下 99

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん キリン むらたこういち ポプラ社 どうぶつの　赤ちゃん 下 99

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ペンギン ますいみつこ ポプラ社 どうぶつの　赤ちゃん 下 99

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ゴリラ むらたこういち ポプラ社 どうぶつの　赤ちゃん 下 99

アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ
ジャーヴィス／作
青山南／訳

ＢＬ出版 この本、よもう 下 124

○ ○ たんたのたんけん 中川李枝子 学研プラス この本、よもう 下 124

うまれたよ！ ダンゴムシ
皆越ようせい／写真
小杉みのり ／構成・文

岩崎書店 この本、よもう 下 124

イソギンチャクの ふしぎ 楚山いさむ ポプラ社 この本、よもう 下 124

かずあそび ウラパン・オコサ 谷川晃一 童心社 この本、よもう 下 125

つりばしゆらゆら もりやまみやこ あかね書房 この本、よもう 下 125

へんてこもりに いこうよ たかどのほうこ 偕成社 この本、よもう 下 125

○ ちっちゃな サリーは みていたよ
ジャスティン・ロバーツ／文
中井はるの／訳

岩崎書店 この本、よもう 下 125

ハリーと うたう おとなりさん
ジーン・ジオン／文
小宮由／訳

大日本図書 この本、よもう 下 125

アリから みると 桑原隆一 福音館書店 この本、よもう 下 125


