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

《 読み聞かせ高学年パック A 》 高学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

1 アラネア－あるクモのぼうけん－

著 者 名 等

出版社

J.ワグナー／文 R.ブルックス／絵 大岡信／訳 岩波書店

2 ありがたいこってす！－ユダヤの民話から－ マーゴット・ツェマック／さく わたなべしげお／やく 童話館
3 いつもちこくのおとこのこ
－ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー－

ジョン・バーニンガム／さく たにかわしゅんたろう／やく あかね書房

4 ウエズレーの国

ポール・フライシュマン／作 ケビン・ホークス／絵
千葉茂樹／訳

あすなろ書房

5 ウラパン・オコサ－かずあそび－

谷川晃一／作

童心社

6 おおはくちょうのそら

手島圭三郎／絵・文

リブリオ出版

7 きつね森の山男

馬場のぼる／著

こぐま社

8 ギルガメシュ王ものがたり

ルドミラ・ゼーマン／文絵 松野正子／訳

岩波書店

9 金のさかな－ロシアの民話－

A.プーシキン／作 松谷さやか／訳 V.ワシーリエフ／絵 偕成社

10 クマよ

星野道夫／文・写真

11 コートニー

ジョン・バーニンガム／さく たにかわしゅんたろう／やく ほるぷ出版

12 島ひきおに

梶山俊夫／絵 山下明生／文

偕成社

13 しりっぽおばけ

ジョアンナ・ガルドン／再話 ポール・ガルドン／絵
代田昇／訳

ほるぷ出版

14 スーホの白い馬－モンゴル民話－

大塚勇三／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

15 ゼラルダと人喰い鬼

トミー・ウンゲラー／[作] たむらりゅういち／やく
あそうくみ／やく

評論社

16 空とぶライオン

佐野洋子／作・絵

講談社

17 ちいさいおうち

ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ いしいももこ／やく 岩波書店

18 ちいさいタネ

エリック=カール／さく ゆあさふみえ／やく

偕成社

19 月夜のみみずく

ジェイン=ヨーレン／詩 くどうなおこ／訳
ジョン=ショーエンヘール／絵

偕成社

福音館書店

21 半日村

グリム兄弟／原作 フェリクス・ホフマン／え せ
福音館書店
たていじ／やく
斎藤隆介／作 滝平二郎／絵
岩崎書店

22 光の旅かげの旅

アン・ジョナス／[著] 内海まお／訳

評論社

23 まさ夢いちじく

C・V・オールズバーグ／絵と文 村上春樹／訳

河出書房新社

24 まーふぁのはたおりうた

小野かおる／ぶん・え

童話館出版

25 めぐろのさんま

川端誠／[作]

クレヨンハウス

26 山のいのち

立松和平／作 伊勢英子／絵

ポプラ社

27 よあけ

ユリー・シュルヴィッツ／作・画 瀬田貞二／訳

福音館書店

20 ねむりひめ－グリム童話－

28 ルピナスさん－小さなおばあさんのお話－ バーバラ・クーニー／さく かけがわやすこ／やく ほるぷ出版
29 ６わのからす

レオ・レオーニ／作 谷川俊太郎／訳

あすなろ書房

30 ロバのシルベスターとまほうのこいし

ウィリアム・スタイグ／[作] せたていじ／やく

評論社

２０１１．８ 子供図書室

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

《 読み聞かせ高学年パック B 》 高学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

著 者 名 等

出版社

1 アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム／さく たにかわしゅんたろう／やく ほるぷ出版
2 いろいろへんないろのはじまり

アーノルド・ローベル／作 まきたまつこ／やく

冨山房

3 海のいのち

立松和平／作 伊勢英子／絵

ポプラ社

4 王さまと九人のきょうだい－中国の民話－ 君島久子／訳 赤羽末吉／絵

岩波書店

5 かたあしだちょうのエルフ

おのきがく／ぶん・え

ポプラ社

6 この世でいちばんすばらしい馬

チェン ジャンホン／作・絵 平岡敦／訳

徳間書店

7 じごくのそうべえ－桂米朝・上方落語・地獄八景より－ 田島征彦／作

童心社

8 しにがみさん－柳家小三治・落語「死神」より－

柳家小三治／[原作] 野村たかあき／作絵

教育画劇

9 １１ぴきのねこふくろのなか

馬場のぼる／著

こぐま社

10 ストライプ－たいへん！しまもようになっちゃった－ デヴィッド・シャノン／文と絵 清水奈緒子／訳

セーラー出版

11 せかいいちうつくしいぼくの村

ポプラ社

小林豊／作・絵

12 太陽へとぶ矢－インディアンにつたわるおはなし－ ジェラルド・マクダーモット／さく じんぐうてるお／やく ほるぷ出版
13 たったひとりの戦い

アナイス・ヴォージュラード／作・絵 平岡敦／訳 徳間書店

14 つるにょうぼう

矢川澄子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

15 桃源郷ものがたり

[陶淵明／原作] 松居直／文 蔡皋／絵

福音館書店

16 ２ひきのいけないアリ

C.V.オールズバーグ／作 村上春樹／訳

あすなろ書房

17 八郎

斎藤隆介／作 滝平二郎／画

福音館書店

18 ピーターの浜べ

サリー・グリンドレー／ぶん マイケル・フォアマン／え
川島亜紗／やく

評論社

19 １００万回生きたねこ

佐野洋子／作・絵

講談社

20 ブタはともだち

マーク・ティーグ／作・絵 小宮山みのり／訳

徳間書店

21 ぼうし

トミー・ウンゲラー/さく たむらりゅういち/やく
あそうくみ/やく

評論社

22 ほしになったりゅうのきば－中国民話－ 君島久子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

23 ぼちぼちいこか

マイク=セイラー／さく ロバート=グロスマン／え
いまえよしとも／やく

偕成社

24 マジシャンミロのふしぎなぼうし

ジョン・エイジー／さく 石崎洋司／やく

講談社

25 まんじゅうこわい

川端誠／[作]

クレヨンハウス

26 みるなのくら

おざわとしお／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

27 茂吉のねこ

松谷みよ子／文 辻司／絵

ポプラ社

28 やまださんちのてんきよほう

長谷川義史／作

絵本館

29 雪の写真家ベントレー

ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作
メアリー・アゼアリアン／絵 千葉茂樹／訳
グリム／原作 バーナデット・ワッツ／文・絵
福本友美子／訳

ＢＬ出版

30 ラプンツェル

ＢＬ出版
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