
たかに　おすすめ本　５・６年生　
番号 本の題名 作者 番号 本の題名 作者

1 鬼の橋 伊藤　遊 41 ピーター・パン　　（岩波少年文庫） Ｊ・Ｍ・バリ

2 精霊の守り人 上橋　菜穂子 42 秘密の花園（上）　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット

3 二分間の冒険 岡田　淳 43 秘密の花園（下）　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット

4 ぼくのお姉さん 丘　修三 44 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ・フライシュマン

5 白狐魔記　源平の風 斉藤　洋 45 シャーロットのおくりもの Ｅ・Ｂ・ホワイト

6 だれも知らない小さな国 佐藤さとる 46 くまのパディントン マイケル・ボンド

7 冒険者たち　ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫 47 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン

8 お江戸の百太郎 那須　正幹 48 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー

9 風の又三郎 宮沢　賢治 49 赤毛のアン　（青い鳥文庫／ポプラポケット文庫） モンゴメリ

10 夏の庭 湯本 香樹実 50 キルディー小屋のアライグマ ラザフォード・モンゴメリ

11 西風のくれた鍵　　　（岩波少年文庫） アリソン・アトリー 51 オタバリの少年探偵たち セシル・デイ＝ルイス

12 ウィロビー・チェースのオオカミ ジョーン・エイキン 52 飛ぶ船（上） ヒルダ・ルイス

13 百まいのドレス エレナー・エスティス 53 飛ぶ船（下） ヒルダ・ルイス

14 若草物語　（上）　　（岩波少年文庫） ルイザ・メイ・オルコット 54 ライオンと魔女　（ナルニア国物語） Ｃ・Ｓ・ルイス

15 若草物語　（下）　　（岩波少年文庫） ルイザ・メイ・オルコット 55 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー

16 クローディアの秘密　　（岩波少年文庫） Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ 56 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー

17 ふくろ小路一番地　　　（岩波少年文庫） イーヴ・ガーネット 57 モモ ミヒャエル・エンデ

18 ジャングル・ブック　　（岩波少年文庫） ラドヤード・キプリング 58 エーミールと探偵たち　　　（岩波少年文庫） エーリヒ・ケストナー

19 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル 59 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー

20 たのしい川べ　～ヒキガエルの冒険～ ケネス・グレーアム 60 ふたりのロッテ　　（岩波少年文庫） エーリヒ・ケストナー

21 くらやみ城の冒険　（ミス・ビアンカシリーズ１） マージェリー・シャープ 61 バンビ　森の、ある一生の物語　（岩波少年文庫） フェーリスク・ザルテン

22 しずくの首飾り ジョーン・エイキン 62 ハイジ（上）　（岩波少年文庫） ヨハンナ・シュピリ

23 宝島 ロバート・Ｌ・スティーブンソン 63 ハイジ（下）　（岩波少年文庫） ヨハンナ・シュピリ

24 びんの悪魔 ロバート・Ｌ・スティーブンソン 64 小さい魔女 オトフリート・プロイスラー

25 天才コオロギ　ニューヨークへ ジョージ・セルデン 65 フレディ　世界でいちばんかしこいハムスター ディトロフ・ライヒェ

26 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 66 お話を運んだ馬　　　（岩波少年文庫） Ｌ・Ｂ・シンガー

27 魔女がいっぱい ロアルド・ダール 67 北のはてのイービク　（岩波少年文庫） ピーパルク・フロイゲン

28 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 68 たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン

29 丘はうたう マインダート・ディヤング 69 ニルスのふしぎな旅（上） セルマ・ラーゲルレーヴ

30 ホビットの冒険（上） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 70 ニルスのふしぎな旅（下） セルマ・ラーゲルレーヴ

31 ホビットの冒険（下） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 71 名探偵カッレくん　（岩波少年文庫） アストリッド・リンドグレーン

32 シャーロック＝ホームズの冒険（上） コナン・ドイル 72 家なき子（上） エクトール・マロー

33 シャーロック＝ホームズの冒険（下） コナン・ドイル 73 家なき子（中） エクトール・マロー

34 砂の妖精 Ｅ・ネズビット 74 家なき子（下） エクトール・マロー

35 床下の小人たち　（岩波少年文庫） メアリー・ノートン 75 怪盗紳士　（怪盗ルパン１） ルブラン

36 銀のうでのオットー ハワード＝パイル 76 森は生きている　　　（岩波少年文庫） サムイル・マルシャーク

37 大きなたまご　　（岩波少年文庫） オリバー・バターワース 77 長い長いお医者さんの話　（岩波少年文庫） カレル・チャペック

38 小公女　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット 78 ほんとうの空色　　　（岩波少年文庫） バラージュ

39 小公子　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット 79 赤毛のゾラ（上） クルト・ヘルト

40 時をさまようタック ナタリー・バビット 80 赤毛のゾラ（下） クルト・ヘルト



1 びんの悪魔 ロバート・Ｌ・スティーブンソン 1 精霊の守り人 上橋　菜穂子
2 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 2 白狐魔記　源平の風 斉藤　洋
3 魔女がいっぱい ロアルド・ダール 3 だれも知らない小さな国 佐藤さとる
4 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 4 お江戸の百太郎 那須　正幹
5 丘はうたう マインダート・ディヤング 5 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル

6 砂の妖精 Ｅ・ネズビット 6 くらやみ城の冒険　（ミス・ビアンカシリーズ１） マージェリー・シャープ

7 銀のうでのオットー ハワード＝パイル 7 床下の小人たち　（岩波少年文庫） メアリー・ノートン

8 大きなたまご　　（岩波少年文庫） オリバー・バターワース 8 くまのパディントン マイケル・ボンド

6 エーミールと探偵たち　　　（岩波少年文庫） エーリヒ・ケストナー 9 赤毛のアン　（青い鳥文庫／ポプラポケット文庫） モンゴメリ

10 小公子　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット 10 ライオンと魔女　（ナルニア国物語１） Ｃ・Ｓ・ルイス

11 時をさまようタック ナタリー・バビット 11 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー

12 ピーター・パン　　（岩波少年文庫） Ｊ・Ｍ・バリ 12 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー

13 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ・フライシュマン 13 フレディ　世界でいちばんかしこいハムスター ディトロフ・ライヒェ

14 たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン

1 シャーロットのおくりもの Ｅ・Ｂ・ホワイト 15 名探偵カッレくん　（岩波少年文庫） アストリッド・リンドグレーン

2 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン

3 キルディー小屋のアライグマ ラザフォード・モンゴメリ 1 ぼくのお姉さん 丘　修三
6 百まいのドレス エレナー・エスティス 2 風の又三郎 宮沢　賢治
5 モモ ミヒャエル・エンデ 3 西風のくれた鍵　　　（岩波少年文庫） アリソン・アトリー

9 小公女　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット 4 しずくの首飾り ジョーン・エイキン

7 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 5 シャーロック＝ホームズの冒険（上）（短編集） コナン・ドイル

8 ふたりのロッテ　　（岩波少年文庫） エーリヒ・ケストナー 6 シャーロック＝ホームズの冒険（下）（短編集） コナン・ドイル

9 バンビ　森の、ある一生の物語　（岩波少年文庫） フェーリスク・ザルテン 7 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー

10 小さい魔女 オトフリート・プロイスラー 8 お話を運んだ馬　　　（岩波少年文庫） Ｌ・Ｂ・シンガー

11 森は生きている　　　（岩波少年文庫） サムイル・マルシャーク 9 怪盗紳士　（怪盗ルパン１） ルブラン

12 ほんとうの空色　　　（岩波少年文庫） バラージュ 10 長い長いお医者さんの話　（岩波少年文庫） カレル・チャペック

1 鬼の橋 伊藤　遊 1.2 若草物語　（上）（下）　　（岩波少年文庫） ルイザ・メイ・オルコット

2 二分間の冒険 岡田　淳 3.4 ホビットの冒険（上）（下）（岩波少年文庫） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン

3 冒険者たち　ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫 5.6 秘密の花園（上）（下）　　（岩波少年文庫） フランシス・Ｈ・バーネット

4 夏の庭 湯本 香樹実 7.8 飛ぶ船（上）（下）　　　　（岩波少年文庫） ヒルダ・ルイス

5 ウィロビー・チェースのオオカミ ジョーン・エイキン 9・10 ハイジ（上）（下）　　　　（岩波少年文庫） ヨハンナ・シュピリ

4 オタバリの少年探偵たち セシル・デイ＝ルイス 11 ニルスのふしぎな旅（上） セルマ・ラーゲルレーヴ

7 クローディアの秘密　　（岩波少年文庫） Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ 12 ニルスのふしぎな旅（下） セルマ・ラーゲルレーヴ

8 ふくろ小路一番地　　　（岩波少年文庫） イーヴ・ガーネット 13 家なき子（上） エクトール・マロー

9 ジャングル・ブック　　（岩波少年文庫） ラドヤード・キプリング 14 家なき子（中） エクトール・マロー

10 たのしい川べ　～ヒキガエルの冒険～ ケネス・グレーアム 15 家なき子（下） エクトール・マロー

11 宝島 ロバート・Ｌ・スティーブンソン 16 赤毛のゾラ（上） クルト・ヘルト

12 天才コオロギ　ニューヨークへ ジョージ・セルデン 17 赤毛のゾラ（下） クルト・ヘルト

13 北のはてのイービク　（岩波少年文庫） ピーパルク・フロイゲン

一度は読んでもらいた物語　～たかにおすすめ5・6年～　　テーマの島
続編の物語も楽しめる！最初の１冊に挑戦する島

短編の物語を楽しむ島１０

１冊で物語が完結する読みきりの島③

１冊で物語が完結する読みきりの島①

おもいっきり長編の物語に挑戦する島：１７

１冊で物語が完結する読みきりの島②


