仙台市図書館 子ども読書活動推進事業
子ども読書支援パック 書名リスト

《 ブックトーク中学年パックA 》 テーマ：ことばあそび
『小学生のためのブックトーク１２か月』掲載テーマ「ことばあそび」より
著 者 名 等
書
名
東京都学校図書館協議会／編
1 小学生のためのブックトーク１２か月
東京都小学校図書館研究会ブックトーク研究委員会／編
2 おもしろからだことば 頭編
石津ちひろ／文 石井聖岳／絵
3 くりくり （ことばであそぼ１）
ひろかわさえこ／さく
4 ことばのこばこ
和田誠／さく・え
5 こんにちワニ
中川ひろたか／文 村上康成／絵
6 どうぶつはいくあそび
きしだえりこ／作 かたやまけん／絵
7 どうぶつはやくちあいうえお
きしだえりこ／作 かたやまけん／絵
8 なぞなぞあそびうた
角野栄子／さく スズキコージ／え

出版社
全国学校図書
館協議会

草土文化
アリス館
瑞雲舎
ＰＨＰ研究所

のら書店
のら書店
のら書店

その他参考図書
9 ことばあそび玉手箱

石津ちひろ／作 つちだのぶこ／絵

小学館

10 ことば観察にゅうもん

米川明彦／文 祖父江慎／絵

福音館書店

11 だじゃれ日本一周

長谷川義史／作

理論社

12 へんしんトンネル 【大型絵本】
13 みえる詩あそぶ詩きこえる詩

あきやまただし／作・絵

金の星社

はせみつこ／編 飯野和好／絵

富山房

14 授業が生きるブックトーク
15 ミニブックトークをどうぞ

鈴木喜代春／監修 ブックトーク研究会／編

一声社

北畑博子／著

連合出版

《 ブックトーク中学年パックB 》 テーマ：おいしいもの大好き！
『今日からはじめるブックトーク』掲載テーマ「おいしいもの大好き！」より
著 者 名 等
書
名
1 今日からはじめるブックトーク
徐奈美／著
2 子どもに語る北欧の昔話
福井信子／編訳 湯沢朱実／編訳
3 ざぼんじいさんのかきのき
すとうあさえ／文 織茂恭子／絵
トミー・ウンゲラー／[作] たむらりゅういち／やく
4 ゼラルダと人喰い鬼
あそうくみ／やく
5 チョコレート戦争
大石真／作 北田卓史／絵
イブ・タイタス／文 ポール・ガルドン／絵
6 ねずみのとうさんアナトール
7 干し柿
西村豊／写真・文

出版社
少年写真新聞社

こぐま社
岩崎書店
評論社
理論社
晴海耕平／訳 童話館

あかね書房

その他参考図書
8 あさごはんからはじめよう

すずきさちこ／著 小川久惠／監修

講談社

9 がぶりもぐもぐ！
10 給食番長

ミック・マニング／作 ブリタ・グランストローム／作
藤田千枝／訳

岩波書店

よしながこうたく／さく

長崎出版

11 くまの子ウーフ
12 世界と地球の困った現実

神沢利子／作 井上洋介／絵

ポプラ社

日本国際飢餓対策機構／編 みなみななみ／まんが 明石書店

13 ダイズの絵本
14 だれでもできるブックトーク

こくぶんまきえ／へん うえのなおひろ／え

農山漁村文化協会

村上淳子／編著

国土社

15 わたしのブックトーク

京都ブックトークの会／著

連合出版
２０１１．８ 子供図書室
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《 ブックトーク中学年パックC 》 テーマ：小さな生き物 虫との出会い
『小学生のためのブックトーク１２か月』掲載テーマ「小さな生き物 虫との出会い」より
著 者 名 等
書
名
東京都学校図書館協議会／編
1 小学生のためのブックトーク１２か月
東京都小学校図書館研究会ブックトーク研究委員会／編
2 今森光彦昆虫記
今森光彦／著
3 昆虫の生態図鑑
4 だれだかわかるかい？－むしのかお－ 今森光彦／ぶん・写真
5 ダンゴムシみつけたよ 【大型絵本】
皆越ようせい／写真・文
松岡達英／え 篠原栄太／もじ 佐藤聡明／おと
6 なく虫ずかん
大野正男／ぶん
7 発見 （栗林さんの虫めがね１）
栗林慧／著
8 むしたちのさくせん
宮武頼夫／文 得田之久／絵

出版社
全国学校図書
館協議会

福音館書店
学研教育出版

福音館書店

ポプラ社
福音館書店
フレーベル館

福音館書店

その他参考図書
9 クモ （やあ！出会えたね４）

今森光彦／文・写真

アリス館

10 クワガタクワジ物語

中島みち／著

偕成社

11 版画のはらうた

くどうなおことのはらみんな／詩 ほてはまたかし／画 童話屋

12 虫めづる姫ぎみ
森山京／文 村上豊／絵
13 雄太昆虫記－ぼくのアシナガバチ研究所日記－ 中川雄太／作
14 学校DEブックトーク
15 ミニブックトークをどうぞ

ポプラ社
くもん出版

笹倉剛／編著 北畑博子／著 蔵元和子／著
曲里由喜子／著 山花郁子／著

北大路書房

北畑博子／著

連合出版

《 ブックトーク中学年パックD 》 テーマ：手紙っていいね
『小学生のためのブックトーク１２か月』掲載テーマ「手紙っていいね」より
著 者 名 等
出版社
書
名
東京都学校図書館協議会／編
全国学校図書
1 小学生のためのブックトーク１２か月
東京都小学校図書館研究会ブックトーク研究委員会／編
館
D.J.ルーカス／作 トニー・ロス／絵 千葉茂樹／訳 あすなろ書房
2 お手紙レッスン
3 てがみはすてきなおくりもの
スギヤマカナヨ／著
講談社
4 どうぶつゆうびん
もとしたいづみ／文 あべ弘士／絵
講談社
5 ときには風になって－郵便やさんの不思議なお話－ 堀内純子／作 鈴木まもる／絵

あかね書房

6 ナム・フォンの風

ダイアナ・キッド／作 もりうちすみこ／訳 佐藤真紀子／絵

あかね書房

7 ペニーの手紙「みんな、元気？」
8 魔女からの手紙

ロビン・クライン／作 アン・ジェイムズ／絵 安藤紀子／訳

偕成社

角野栄子／著

ポプラ社

その他参考図書
9 イチローへの手紙
10 おたよりください

ジーン・D.オキモト／作 ダグ・キース／絵 吉池幹太／訳 河出書房新社
シャスティン・スンド／作 木村由利子／訳
アンジェリカ・セラーノ=プネル／絵

11 ネコのタクシーアフリカへ行く
南部和也／さく さとうあや／え
12 ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐めぐみ／作 高畠純／絵

大日本図書
福音館書店

偕成社

13 郵便屋さんの話

カレル・チャペック／作 関沢明子／訳 藤本将／画 フェリシモ

14 キラキラ応援ブックトーク

キラキラ読書クラブ／著

岩崎書店

15 どこでもブックトーク

北畑博子／著

連合出版
２０１１．８ 子供図書室

