
令和２年度版小学校「国語」光村図書
教科書掲載図書一覧

松江 西部 書　　　名 著者名 出版社 教材名 巻 頁

はるがきた
ジーン・ジオン／文
こみやゆう／訳

主婦の友社 ふきのとう 上 26

はるにあえたよ 原京子 ポプラ社 ふきのとう 上 26

あ、はるだね
ジュリー・フォリアーノ／文
金原瑞人／訳

講談社 ふきのとう 上 26

はるをさがしに 七尾純 偕成社 ふきのとう 上 26

こぶたはなこさんのおべんとう 工藤直子 童話屋
ふきのとう

作者・筆者紹介に掲載
上 23

かぜのこもりうた 工藤直子 童話屋
ふきのとう

作者・筆者紹介に掲載
上 23

カムイチカプ 藤村久和 絵本塾出版 いなばの　白うさぎ 上 40

さる と びっき 武田 正再話 福音館書店 いなばの　白うさぎ 上 40

さんまいのおふだ 千葉幹夫 小学館 いなばの　白うさぎ 上 40

鉢の木 たかしよいち ポプラ社 いなばの　白うさぎ 上 40

一休さん 杉山亮 小学館 いなばの　白うさぎ 上 40

○ ももたろう 松居直 福音館書店 いなばの　白うさぎ 上 40

吉四六さん 寺村輝夫 あかね書房 いなばの　白うさぎ 上 40

うずらのかあさん ひらたえみこ 沖縄時事出版 いなばの　白うさぎ 上 40

くじらぐも 中川李枝子 １年下教材
いなばの　白うさぎ
作者・筆者紹介に掲載

上 147

○ ○ ぐりとぐら 中川李枝子 福音館書店
いなばの　白うさぎ
作者・筆者紹介に掲載

上 147

チューリップ 荒井真紀 小学館 たんぽぽの　ちえ 上 50

スミレとアリ 多田多恵子／監修 偕成社 たんぽぽの　ちえ 上 50

たねのずかん 高森登志夫／絵、古矢一穂／文 福音館書店 たんぽぽの　ちえ 上 50

さかなは さかな
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

コーネリアス
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

じぶんだけの いろ
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

ひとあし ひとあし
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

フレデリック
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

アレクサンダ と ぜんまいねずみ
レオ・レオニ
谷川俊太郎／訳

好学社 スイミー 上 76

○ せかい いち おおきな うち レオ・レオニ 好学社
スイミー

作者・筆者紹介に掲載
上 73

あいうえおの き レオ・レオニ 好学社
スイミー

作者・筆者紹介に掲載
上 73

クレヨンからのおねがい！
ドリュー・デイウォルト／文
木坂涼／訳

ほるぷ出版
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

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。

子どもグループ読書用図書　学習活用リスト

光村図書　「こくご」　に紹介されている本　２年生

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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あまがえるりょこうしゃ 松岡たつひで 福音館書店
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

どんぐりむらのほんやさん なかやみわ 学研プラス
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし BL出版
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

ぼくネコになる きたむらさとし 小峰書店
ミリーのすてきなぼうし
作者・筆者紹介に掲載

上 109

わたしのゆたんぽ きたむらさとし 偕成社
ミリーのすてきなぼうし
作者・筆者紹介に掲載

上 109

わんぱくだんのひみつきち ゆきのゆみこ、上野与志 ひさかたチャイルド
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

ふしぎな キャンディーやさん みやにしたつや 金の星社
お気に入りの本を
しょうかいしよう

上 94

動物園のひみつ 森由民 ＰＨＰ研究所 どうぶつ園のじゅうい 上 126

めざせ！ 動物のお医者さん きむらゆういち 講談社 どうぶつ園のじゅうい 上 126

みんなわくわく水族館 竹嶋徹夫／監修、池田菜津美／文 新日本出版社 どうぶつ園のじゅうい 上 126

かえるをのんだ ととさん 日野十成／再話 福音館書店 本のせかいを広げよう 上 141

おおきな きが ほしい さとうさとる 偕成社 本のせかいを広げよう 上 141

けんかのきもち 柴田愛子 ポプラ社 本のせかいを広げよう 上 141

テスの木
ジェス・Ｍ・ブロウヤー／文
なかがわちひろ／訳

主婦の友社 本のせかいを広げよう 上 141

はじめてのキャンプ 林明子 福音館書店 本のせかいを広げよう 上 141

しっぱいに かんぱい！ 宮川ひろ 童心社 本のせかいを広げよう 上 141

ガラスのうま 征矢清 偕成社 本のせかいを広げよう 上 141

ありのフェルダ
オンドジェイ・セコラ／作・絵
関沢明子／訳

福音館書店 本のせかいを広げよう 上 141

さかなのたまご 内山りゅう ポプラ社 本のせかいを広げよう 上 142

てのひら かいじゅう 松橋利光 そうえん社 本のせかいを広げよう 上 142

やさいはいきている 藤田智／監修、岩間史朗／写真 ひさかたチャイルド 本のせかいを広げよう 上 142

こんな しっぽで なに するの？
スティーブ・ジェンキンズ、ロビン・ペイジ ／
共作
佐藤見果夢／訳

評論社 本のせかいを広げよう 上 142

ライフタイム いきものたちの一生と数字
ローラ=M=シェーファー 文
福岡 伸一 訳

ポプラ社 本のせかいを広げよう 上 142

さとうと しお 精糖工業会、日本塩工業会／監修 ひさかたチャイルド 本のせかいを広げよう 上 142

単位がわかる リットルのえほん オフィス３０３／編 ほるぷ出版 本のせかいを広げよう 上 142

かげ 立花 愛子／指導 フレーベル館 本のせかいを広げよう 上 142

へいわって どんなこと？ 浜田桂子 童心社 本のせかいを広げよう 上 142

ことばのこばこ 和田誠 瑞雲舎 本のせかいを広げよう 上 142

なぞなぞのみせ 石津ちひろ 偕成社 本のせかいを広げよう 上 142

あいうえおのうた 中川ひろたか のら書店 本のせかいを広げよう 上 142

○ ふたりは ともだち
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳

文化出版局 お手紙 下 26

○ ふたりは いっしょ
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳

文化出版局 お手紙 下 26

ふたりは いつも
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳

文化出版局 お手紙 下 26

ふたりは きょうも
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳

文化出版局 お手紙 下 26

ふくろうくん アーノルド・ローベル 文化出版局
お手紙

作者・筆者紹介に掲載
下 23

○ どろんこ こぶた アーノルド・ローベル 文化出版局
お手紙

作者・筆者紹介に掲載
下 23

なんげえはなしっこしかへがな 北彰介 ＢＬ出版
せかい一の話

作者・筆者紹介に掲載
下 147
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へえ六がんばる 北彰介 岩崎書店
せかい一の話

作者・筆者紹介に掲載
下 147

すみれちゃんのあついなつ 石井睦美 偕成社 わたしはおねえさん 下 70

クリスティーナと おおきな はこ
パトリシア・リー・ゴーチ／作
おびかゆうこ／訳

偕成社 わたしはおねえさん 下 70

とくべつな いちにち
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作
野坂悦子／訳

講談社 わたしはおねえさん 下 70

せかいでいちばんママがすき あいはらひろゆき 教育画劇 わたしはおねえさん 下 70

わたしちゃん 石井睦美 小峰書店
わたしはおねえさん
作者・筆者紹介に掲載

下 66

つくえの下のとおい国 石井睦美 講談社
わたしはおねえさん
作者・筆者紹介に掲載

下 66

みみずのたいそう 市河紀子／編 のら書店
ねこのこ／おとのはなびら／

はんたいことば
下 79

○ ぱぴぷぺぽっつん 市河紀子／編 のら書店
ねこのこ／おとのはなびら
／はんたいことば

下 79

世界の子どもの遊び 寒川恒夫／監修 ＰＨＰ研究所 おにごっこ 下 92

あそべる！ たのしい！ あやとり 多田千尋／監修 ナツメ社 おにごっこ 下 92

みんなであそぼう 石井英行 玉川大学出版部 おにごっこ 下 92

運動場のあそび 竹井史郎 岩崎書店 おにごっこ 下 92

ラン パン パン
マギー・ダフ／再話
山口文生／訳

評論社 スーホの白い馬 下 126

チンパンジーとさかなどろぼう
ジョン・キラカ／作
若林ひとみ／訳

岩波書店 スーホの白い馬 下 126

○ ○ 王さまと九人のきょうだい 君島久子 岩波書店 スーホの白い馬 下 126

○ とらとほしがき
パク・ジェヒョン／再話・絵
おおたけきよみ／訳

光村教育図書 スーホの白い馬 下 126

○ 長くつ下のピッピ 大塚勇三 岩波書店
スーホの白い馬

作者・筆者紹介に掲載
下 122

○ 小さなスプーンおばさん 大塚勇三 学研プラス
スーホの白い馬

作者・筆者紹介に掲載
下 122

○ 番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィルバー／作
松岡享子／訳

福音館書店 本のせかいを広げよう 下 140

森おばけ 中川李枝子 福音館書店 本のせかいを広げよう 下 140

○ ○ さっちゃんのまほうのて
たばた せいいち、先天性四肢障害児父母
の会、のべ あきこ、しざわさよこ／共同制
作

偕成社 本のせかいを広げよう 下 140

ばあばは、だいじょうぶ 楠章子 童心社 本のせかいを広げよう 下 140

てぶくろが いっぱい
フローレンス・スロボドキン／文
三原泉／訳

偕成社 本のせかいを広げよう 下 140

なんでももってる（？）男の子
イアン・ホワイブラウ／作
石垣賀子／訳

徳間書店 本のせかいを広げよう 下 140

かわいいこねこをもらってください なりゆきわかこ ポプラ社 本のせかいを広げよう 下 140

ふゆめがっしょうだん 長新太 福音館書店 本のせかいを広げよう 下 140

はがぬけたらどうするの？
セルビー・ビーラー／文
こだまともこ／訳

フレーベル館 本のせかいを広げよう 下 141

がんばれ！ 名犬チロリ おおきとおる 岩崎書店 本のせかいを広げよう 下 141

わるいのは じてんしゃ？ タナカヒロシ
ベースボール・マガジ

ン社
本のせかいを広げよう 下 141

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 本のせかいを広げよう 下 141

もしも宇宙でくらしたら 山本省三 ＷＡＶＥ出版 本のせかいを広げよう 下 141

わたり鳥 鈴木まもる 童心社 本のせかいを広げよう 下 141

わたしたちのたねまき
キャスリン・O・ガルブレイス／作
梨木香歩／訳

のら書店 本のせかいを広げよう 下 141

えほん七十二候 白井明大 講談社 本のせかいを広げよう 下 141

森のおしゃべり たにけいこ てらいんく 本のせかいを広げよう 下 141

○ かばくん 岸田衿子 福音館書店
ジオジオのかんむり
作者・筆者紹介に掲載

下 155

かえって きた きつね 岸田衿子 講談社
ジオジオのかんむり
作者・筆者紹介に掲載

下 155


