
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　　【１年】

■上巻

教材名 著作者等 出典 発行者

あさ 中川李枝子 書きおろし

あさの　おひさま 神沢利子 「大きなけやき」 国土社

はなの　みち 岡信子 書きおろし

くちばし 村田浩一 書きおろし

あいうえおで　あそぼう 中川ひろたか 書きおろし

おむすび　ころりん 羽曽部忠 書きおろし

おおきな　かぶ 西郷竹彦 訳しおろし

いちねんせいの　うた 中川李枝子 書きおろし

ゆうやけ 森山京 「12のつきのちいさなおはなし」 童心社

■下巻

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］ともだち まど・みちお 書きおろし

くじらぐも 中川李枝子 書きおろし

ずうっと，ずっと，大すきだよ
ハ ン ス ＝ ウ イ ル ヘ ル ム
作・絵
久山太市 訳

「ずーっとずっと，だいすきだよ」 評論社

てんとうむし 川崎洋 「どうぶつ　ぶつぶつ」 岩崎書店

たぬきの　糸車 岸なみ 書きおろし

［ことばを　たのしもう］

ぞうさんの　ぼうし 中川李枝子 書きおろし

きっときってかってきて
きっときってかってはってきて

谷川俊太郎
「ことばあそびえほん きっときってかってき
て」

さ・え・ら書房

早口ことば（3点） 不詳 「新版　ことば遊び辞典」 東京堂出版

どうぶつの　赤ちゃん 増井光子 書きおろし

カンガルーの赤ちゃん 増井光子 書きおろし

だって　だっての　おばあさん 佐野洋子 「だってだってのおばあさん」 フレーベル館

まの　いい　りょうし 稲田和子・筒井悦子 「子どもに語る日本の昔話　３」 こぐま社

ピーマン 工藤直子 「詩の散歩道　てつがくのライオン」 理論社

けむし ねじめ正一 「ママとパパとわたしの本34　さんぽうた」 ポプラ社

おさるが　ふねを　かきました まど・みちお 「まど・みちお全詩集」 理論社

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　　【２年】

■上巻

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］たんぽぽ まど・みちお 書きおろし

ふきのとう 工藤直子 書きおろし

［きせつのことば　春］はなが　さいた まど・みちお 「まど・みちお全詩集」 理論社

たんぽぽの　ちえ 植村利夫 書きおろし

スイミー
レオ＝レオニ　作・絵
谷川俊太郎 訳

「スイミー」 好学社

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし 「ミリーのすてきなぼうし」 BL出版

［きせつのことば　夏］みんみん 谷川俊太郎 「ふじさんとおひさま」 童話屋

おおきくなあれ 阪田寛夫 「ぽんこつマーチ」 大日本図書

［ことばあそびをしよう］

　　ののはな 谷川俊太郎 「ことばあそびうた」 福音館書店

　　ことこ 谷川俊太郎 「ことばあそびうた」 福音館書店

どうぶつ園のじゅうい 植田美弥 書きおろし

いなばの白うさぎ 中川李枝子 書きおろし

■下巻

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］赤とんぼ まど・みちお 書きおろし

お手紙
ア ー ノ ル ド ＝ ロ ー ベ ル
作・絵
三木卓 訳

「ふたりはともだち」 文化出版局

［きせつのことば　秋］まっかな秋 薩摩忠 「まっかな秋」 教育出版センター

わたしはおねえさん 石井睦美 書きおろし

［きせつのことば　冬］ゆき 不詳 「唱歌」 野ばら社

てのひらを太陽に やなせたかし
「やなせたかし 詩とメルヘンの世界 あれ
はだれの歌」

瑞雲舎

［見たこと，かんじたこと］

　　ペンペン草 阪田寛夫 「阪田寛夫全詩集」 理論社

　　もやし まど・みちお 「詩の散歩道　PARTⅡ　まめつぶうた」 理論社

おにごっこ 森下はるみ 書きおろし

スーホの白い馬 大塚勇三 「スーホの白い馬」 福音館書店

［ことばを楽しもう］回文（5点） 石津ちひろ 「まさかさかさま動物回文集」 河出書房新社

十二支のはじまり 谷真介 「十二支のはじまり」 佼成出版社

三まいのおふだ 瀬田貞二 「日本のむかしばなし」 のら書店

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　【３年上巻】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］わかば まど・みちお 書きおろし

どきん 谷川俊太郎 「谷川俊太郎少年詩集　どきん」 理論社

きつつきの商売 林原玉枝 「おはなし　さいた２　森のお店やさん」 アリス館

［きせつの言葉　春］花 武島羽衣 「童謡・唱歌・わらべうた」 新星出版社

言葉で遊ぼう 小野恭靖 書きおろし

こまを楽しむ 安藤正樹 書きおろし

［声に出して楽しもう　俳句を楽しもう］

古池や蛙飛びこむ水の音 松尾芭蕉
「新編 日本古典文学全集70 松尾芭蕉集
①」

小学館

閑かさや岩にしみ入る蝉の声 松尾芭蕉
「新編 日本古典文学全集70 松尾芭蕉集
①」

小学館

春の海終日のたりのたりかな 与謝蕪村
「新編 日本古典文学全集72 近世俳句俳
文集」

小学館

菜の花や月は東に日は西に 与謝蕪村
「新編 日本古典文学全集72 近世俳句俳
文集」

小学館

雪とけて村いつぱいの子どもかな 小林一茶
「新編 日本古典文学全集72 近世俳句俳
文集」

小学館

痩せ蛙まけるな一茶これにあり 小林一茶
「新編 日本古典文学全集72 近世俳句俳
文集」

小学館

いろは歌 「金光明最勝王経音義」

［きせつの言葉　夏］

たなばたさま 権藤はなよ・林柳波 「童謡　増訂版」 野ばら社

うれしさや七夕竹の中を行く 正岡子規 「子規全集　第一巻　俳句一」 講談社

てのひらをかへせばすすむ踊かな 阿波野青畝 「増補　現代俳句大系　第12巻」 角川書店

もうすぐ雨に 朽木祥 書きおろし

里山は，未来の風景 今森光彦 書きおろし

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ 「金子みすゞ童謡集　わたしと小鳥とすずと」 JULA出版局

山のてっぺん 岸田衿子
「詩と歩こう　岸田衿子詩集　たいせつな一
日」

理論社

たのきゅう 武田明 「伊豫の民話」 未来社

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　【３年下巻】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］あおぞら まど・みちお 書きおろし

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ
「あかね創作絵本11 ちいちゃんのかげおく
り」

あかね書房

［きせつの言葉　秋］

　　うさぎ 不詳 「童謡　増訂版」 野ばら社

　　名月を取つてくれろとなく子かな 小林一茶 「一茶全集　第一巻　発句」 信濃毎日新聞社

すがたをかえる大豆 国分牧衛 書きおろし

［声に出して楽しもう　一茶・百人一首など］

むしのねも　のこりすくなに　なりにけり
よなよなかぜの　さむくしなれば

良寛 「日本古典文学大系93　近世和歌集」 岩波書店

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音に
ぞおどろかれぬる

藤原敏行
「新編 日本古典文学全集11 古今和歌
集」

小学館

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞く時ぞ秋は
悲しき

猿丸大夫 「岩波クラシックス51　王朝秀歌選」 岩波書店

天の原振りさけ見れば春日なる三笠の山に出
でし月かも

安倍仲磨 「岩波クラシックス51　王朝秀歌選」 岩波書店

三年とうげ 李錦玉 「新・創作絵本21　さんねん峠」 岩崎書店

［きせつの言葉　冬］

お正月 東くめ 「童謡　増訂版」 野ばら社

加留多とる皆美しく負けまじく 高浜虚子 「現代日本文学全集27　高浜虚子集」 筑摩書房

わがこゑののこれる耳や福は内 飯田蛇笏 「新編　飯田蛇笏全句集」 角川書店

［詩を楽しもう］

雪 三好達治 「三好達治全集　第一巻」 筑摩書房

ゆき 草野心平 「ジュニア・ポエム双書20　げんげと蛙」 教育出版センター

雪 山村暮鳥 「山村暮鳥全集　第二巻」 筑摩書房

ありの行列 大滝哲也 書きおろし

モチモチの木 斎藤隆介 「ベロ出しチョンマ」 理論社

とらとおじいさん
アルビン＝トレセルト 作
光吉夏弥 訳

「とらとおじいさん」 大日本図書

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　【４年上巻】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］かがやき 羽曽部忠 書きおろし

春のうた 草野心平 「ジュニア・ポエム双書20　げんげと蛙」 教育出版センター

白いぼうし あまんきみこ 「―車のいろは空のいろ― 白いぼうし」 ポプラ社

［きせつの言葉　春］

故郷やどちらを見ても山笑ふ 正岡子規 「子規全集　第一巻　俳句一」 講談社

折々は腰たたきつつつむ茶かな 小林一茶 「一茶全集　第一巻　発句」 信濃毎日新聞社

磯遊び二つの島のつづきをり 高浜虚子 「定本　高濱虚子全集　第一巻　俳句集」 毎日新聞社

大きな力を出す 西嶋尚彦 書きおろし

動いて，考えて，また動く 髙野進 書きおろし

［声に出して楽しもう 短歌・俳句に親しもう
（一）］

石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春に
なりにけるかも

志貴皇子 「新編　日本古典文学全集7　萬葉集②」 小学館

君がため春の野に出でて若菜摘む我が衣手
に雪は降りつつ

光孝天皇 「岩波クラシックス51　王朝秀歌選」 岩波書店

見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりけ
る

素性法師
「新編 日本古典文学全集11 古今和歌
集」

小学館

名月や池をめぐりて夜もすがら 松尾芭蕉
「新編 日本古典文学全集70 松尾芭蕉集
①」

小学館

夏河を越すうれしさよ手に草履 与謝蕪村 「日本古典文学大系58　蕪村集　一茶集」 岩波書店

雀の子そこのけそこのけ御馬が通る 小林一茶 「一茶全集　第一巻　発句」 信濃毎日新聞社

［いろいろな意味をもつ言葉］とる（部分） 川崎洋 「川崎洋少年詩集　しかられた神さま」 理論社

一つの花 今西祐行 「今西祐行全集　第四巻　一つの花」 偕成社

［きせつの言葉　夏］

万緑の中や吾子の歯生え初むる 中村草田男 「日本詩人全集31　水原秋桜子他」 新潮社

遠泳や高浪越ゆる一の列 水原秋櫻子
「増補決定版 現代日本文学全集91 現代
俳句集」

筑摩書房

帆の風をわけてもらふや夏座敷 正岡子規 「子規全集　第三巻　俳句三」 講談社

かげ
ニコライ=スラトコフ 作
松谷さやか 訳

「北の森の十二か月　（下）」 福音館書店

忘れもの 高田敏子 「少年詩集⑧　枯れ葉と星」 教育出版センター

ぼくは川 阪田寛夫 「ジュニア・ポエム双書10　夕方のにおい」 教育出版センター

手と心で読む 大島健甫 書きおろし

山ねこ，おことわり あまんきみこ 「―車のいろは空のいろ― 白いぼうし」 ポプラ社

ふるやのもり 瀬田貞二 「ふるやのもり」 福音館書店

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　【４年下巻】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］はばたき 羽曽部忠 書きおろし

ごんぎつね 新美南吉 「校定 新美南吉全集　第三巻」 大日本図書

［季節の言葉　秋］

山彦の我れを呼ぶなり夕紅葉 臼田亜浪 「臼田亜浪全句集」
臼田亜浪全句集
刊行会

稲刈つて畦は緑に十文字 髙野素十
「増補決定版 現代日本文学全集91 現代
俳句集」

筑摩書房

虫の声月よりこぼれ地に満ちぬ 富安風生 「季題別　富安風生全句集」 角川書店

アップとルーズで伝える 中谷日出 書きおろし

［声に出して楽しもう 短歌・俳句に親しもう
（二）］

晴れし空仰げばいつも
口笛を吹きたくなりて
吹きてあそびき

石川啄木 「近代文学注釈体系　石川啄木」 有精堂出版

金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕
日の岡に

与謝野晶子 「定本　与謝野晶子全集　第一巻」 ロマンス社

ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひ
らの雲

佐佐木信綱
「増補決定版 現代日本文学全集90 現代
短歌集」

筑摩書房

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規 「子規全集　第二巻　俳句二」 講談社

桐一葉日当たりながら落ちにけり 高浜虚子
「増補決定版 現代日本文学全集27 高浜
虚子集」

筑摩書房

外にも出よ触るるばかりに春の月 中村汀女 「現代の俳句6　自選自解　中村汀女句集」 白凰社

プラタナスの木 椎名誠 書きおろし

［のはらうた］

しんぴんのあさ 工藤直子 「のはらうたⅢ」 童話屋

ひかりと　やみ 工藤直子 「のはらうたⅣ」 童話屋

はなひらく 工藤直子 「のはらうたⅡ」 童話屋

はしる 工藤直子 「のはらうたⅢ」 童話屋

［季節の言葉　冬］

斧入れて香におどろくや冬木立 与謝蕪村 「古典俳文学体系12　蕪村集　全」 集英社

靴紐を結ぶ間も来る雪つぶて 中村汀女
「増補決定版 現代日本文学全集91 現代
俳句集」

筑摩書房

腰あげてすぐ又座る冬籠り 高浜虚子
「増補決定版 現代日本文学全集27 高浜
虚子集」

筑摩書房

ウナギのなぞを追って 塚本勝巳 書きおろし

初雪のふる日 安房直子 「初雪のふる日」 偕成社

［百人一首に親しもう］　百人一首100首 天智天皇ほか 「岩波クラシックス51　王朝秀歌選」 岩波書店

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　【５年①】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］銀河 羽曽部忠 書きおろし

ふるさと 室生犀星 「日本詩人全集15　室生犀星」 新潮社

あめ玉 新美南吉 「新美南吉童話集1　ごん狐」 大日本図書

なまえつけてよ 蜂飼耳 書きおろし

［季節の言葉　春］　春はあけぼの。… 清少納言 「新編日本古典文学全集18　枕草子」 小学館

見立てる 野口廣 書きおろし

生き物は円柱形 本川達雄 書きおろし

［声に出して楽しもう　古典の世界（一）］

竹取物語
「新編日本古典文学全集12 竹取物語 伊
勢物語　大和物語　平中物語」

小学館

平家物語 「新編日本古典文学全集45　平家物語①」 小学館

徒然草 兼好法師
「日本古典評釈・全注釈叢書 徒然草全注
釈　上巻」

角川書店

おくのほそ道 松尾芭蕉 「新編日本古典文学全集71　松尾芭蕉②」 小学館

千年の釘にいどむ 内藤誠吾 書きおろし

［季節の言葉　夏］夏は夜。… 清少納言 「新編日本古典文学全集18　枕草子」 小学館

からたちの花 北原白秋
「からたちの花がさいたよ―北原白秋童話
選―」

岩波書店

［日常を十七音で］

ゆきだるま星のおしゃべりぺちやくちやと 松本たかし
「増補決定版 現代日本文学全集91 現代
俳句集」

筑摩書房

すずらんのりりりりりりと風に在り 日野草城 「日野草城全句集」 沖積舎

赤い椿白い椿と落ちにけり 河東碧梧桐 「日本詩人全集30　河東碧梧桐　他」 新潮社

行く秋やつくづくおしと鳴くせみか 小林一茶 「一茶全集　第一巻　発句」 信濃毎日新聞社

行く秋やつくづくおしと蝉の鳴く 小林一茶 「一茶全集　第一巻　発句」 信濃毎日新聞社

牡丹百二百三百門一つ 阿波野青畝 「阿波野青畝全句集」 花神社

をりとりてはらりとおもきすすきかな 飯田蛇笏 「日本詩人全集30　河東碧梧桐　他」 新潮社

チチポポと鼓打たうよ花月夜 松本たかし 「現代俳句文學全集　松本たかし集」 角川書店

米洗ふ前に蛍の二つ三つ 不詳 <参考>「落合直文著作集Ⅰ」 明治書院

米洗ふ前を蛍の二つ三つ 不詳 <参考>「落合直文著作集Ⅰ」 明治書院

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　【５年②】

教材名 著作者等 出典 発行者

大造じいさんとガン 椋鳩十 「椋鳩十全集1　月の輪グマ」 ポプラ社

［季節の言葉　秋］秋は夕暮れ。… 清少納言 「新編日本古典文学全集18　枕草子」 小学館

天気を予想する 武田康男 書きおろし

百年後のふるさとを守る 河田惠昭 書きおろし

稲むらの火（｢百年後のふるさとを守る｣冒頭） 文部省 「小学国語読本尋常科用　巻十」 文部省

［声に出して楽しもう　古典の世界（二）］

論語（2点） 「新釈漢文大系　第一巻　論語」 明治書院

春暁 孟浩然 「漢詩の世界」 大修館書店

［詩を味わおう　詩の楽しみ方を見つけよう］

雲 山村暮鳥 「山村暮鳥全詩集」 彌生書房

ねぎぼうず みずかみかずよ 「詩集　うまれたよ」 グランまま社

耳
ジャン=コクトー 作
堀口大学 訳

「コクトー詩集」 新潮社

一ばんみじかい抒情詩 寺山修司 「寺山修司少女詩集」 角川書店

静かな　焔 八木重吉
「日本詩人全集18 中勘助 八木重吉 田
中冬二」

新潮社

土 三好達治 「三好達治全集　第一巻」 筑摩書房

想像力のスイッチを入れよう 下村健一 書きおろし

［季節の言葉　冬］冬はつとめて。… 清少納言 「新編日本古典文学全集18　枕草子」 小学館

わらぐつの中の神様 杉みき子 「かくまきの歌」 学習研究社

のどがかわいた
ウーリー=オルレブ作
母袋夏生訳

「羽がはえたら」 小峰書店

ニュース番組作りの現場から 清水建宇 書きおろし

[古典に親しもう]

浦島の太郎
「新編日本古典文学全集71 室町物語草子
集」

小学館

犬と肉の事 「日本古典文学大系90　假名草子集」 岩波書店

見るなのざしき 桜井信夫 「雪むすめ（おはなし12か月②）」 国土社

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　【６年①】

教材名 著作者等 出典 発行者

［扉詩］創造 羽曽部忠 書きおろし

支度 黒田三郎 「定本　黒田三郎詩集」 昭森社

カレーライス 重松清 書きおろし

［季節の言葉　春］

立春や月の兎は耳たてて 星野椿 「句集　金風」 ふらんす堂

清明や街道の松高く立つ 桂信子 「草樹　現代俳句叢書5」 角川書店

笑うから楽しい 中村真 書きおろし

時計の時間と心の時間 一川誠 書きおろし

森へ 星野道夫 「森へ　たくさんのふしぎ傑作集」 福音館書店

［季節の言葉　夏］

小満のみるみる涙湧く子かな 山西雅子 「句集　沙鷗」 ふらんす堂

芒種はや人の肌さす山の草 鷹羽狩行 「花神コレクション　鷹羽狩行」 花神社

せんねん　まんねん まど・みちお 「まど・みちお全詩集」 理論社

［たのしみは］

たのしみは妻子むつまじくうちつどひ頭ならべ
て物をくふ時

橘曙覧 「日本古典文学大系93　近世和歌集」 岩波書店

たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花
の咲ける見る時

橘曙覧 「日本古典文学大系93　近世和歌集」 岩波書店

平和のとりでを築く 大牟田稔 書きおろし

光村図書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度版小学校「国語」出典一覧　　　　　　　　　　　　　　【６年②】

教材名 著作者等 出典 発行者

やまなし 宮沢賢治 「校本　宮澤賢治全集　第十一巻」 筑摩書房

イーハトーヴの夢 畑山博 書きおろし

［季節の言葉　秋］

秋たつや川瀬にまじる風の音 飯田蛇笏
「増補決定版 現代日本文學全集91 現代
俳句集」

筑摩書房

ひとつづつ山暮れてゆく白露かな 黛執 「句集　野面積」 本阿弥書店

『鳥獣戯画』を読む 高畑勲 書きおろし

狂言　柿山伏 「日本古典文学大系43　狂言集　下」 岩波書店

「柿山伏」について 山本東次郎 書きおろし

天地の文 福澤諭吉 「福澤諭吉全集　第3巻」 岩波書店

未知へ 木村信子 「時間割にない時間」 かど創房

自然に学ぶ暮らし 石田秀輝 書きおろし

[忘れられない言葉]ふわふわの雪 中川李枝子 「絵本と私」 福音館書店

［季節の言葉　冬］

立冬のことに草木のかがやける 沢木欣一 「句集・二上挽歌」 永田書房

海の日のありありしづむ冬至かな 久保田万太郎 「久保田万太郎全句集」 中央公論社

海の命 立松和平 「海のいのち」 ポプラ社

生きる 谷川俊太郎 「うつむく青年」 サンリオ

生き物はつながりの中に 中村桂子 書きおろし

かなえられた願い――日本人になること ドナルド=キーン 書きおろし

宇宙飛行士――ぼくがいだいた夢 野口聡一 「ぼくのしょうらいのゆめ」
プチグラパブリッシ
ング

［心にひびく手紙］

山の便りお知らせいたします… 梶井基次郎 梶井基次郎文学碑より

おまイの　しせにわ　みなたまけました… 野口シカ 「野口シカ子刀自真筆之手紙」 野口英世記念会

河鹿の屏風 岸なみ 「伊豆の民話」 未来社

光村図書


