うちどく

「家読」とは、家庭読書の略です。
親子でいっしょに一冊の本を読み、感じたことを
話す時間をもつ。それがうちどくです。

仙台市図書館では、うちどくに向くといわれる絵本を
中心にリストを作成しました。
お子さんとの心ゆたかな時間の共有を
お楽しみください。

仙台市図書館

【４～６歳児向け】
No

書

名

著者名

出版社

1 あおくんときいろちゃん

レオ・レオーニ／作 藤田 圭雄／訳 至光社

2 いっしょだよ

小寺 卓矢／写真・文

アリス館

3 おおかみと七ひきのこやぎ

グリム／原作 フェリクス・ホフマン／え

福音館書店

4 おおきくなるっていうことは

中川 ひろたか／文 村上 康成／絵 童心社

5 おちゃのじかんにきたとら

ジュディス・カー／作 晴海 耕平／訳

童話館

6 おまたせクッキー

偕成社

7 かいじゅうたちのいるところ

パット=ハッチンス／さく
乾 侑美子／やく
モーリス・センダック／さく
じんぐう てるお／やく

8 かにむかし 日本むかしばなし

木下 順二／作 清水 崑／絵

岩波書店

9 からすのパンやさん

加古 里子／絵と文

偕成社

10 キャベツくん

長 新太／文・絵

文研出版

11 ぐるんぱのようちえん

西内 みなみ／さく 堀内 誠一／え 福音館書店

冨山房

マーシャ・ブラウン／え
12 三びきのやぎのがらがらどん ノルウェーの昔話 せた ていじ／やく

福音館書店

13 11ぴきのねこ

馬場 のぼる／著

こぐま社

14 14ひきのひっこし

いわむら かずお／作

童心社

15 せんたくかあちゃん

さとう わきこ／さく・え

福音館書店

16 そらいろのたね

なかがわ りえこ／文
おおむら ゆりこ／絵

福音館書店

17 そらまめくんのベッド

なかや みわ／さく・え

福音館書店

18 だいくとおにろく 日本の昔話

松居 直／再話 赤羽 末吉／画 福音館書店

19 たまごにいちゃん

あきやま ただし／作・絵

鈴木出版

20 たんぽぽ

甲斐 信枝／作・絵

金の星社

21 ちびゴリラのちびちび

ほるぷ出版

22 てぶくろ ウクライナ民話

ルース・ボーンスタイン／さく
いわた みみ／やく
エフゲーニ・ラチョフ／え
うちだ りさこ／やく

23 てをつなぐ

鈴木 まもる／作

金の星社

24 でんしゃにのって

とよた かずひこ／著

アリス館

25 どうぞのいす

香山 美子／作 柿本 幸造／絵 ひさかたチャイルド

26 中をそうぞうしてみよ

佐藤 雅彦／作 ユーフラテス／作 福音館書店

27 はじめてのおつかい

筒井 頼子／さく 林 明子／え 福音館書店

28 びっくりまつぼっくり

多田 多恵子／ぶん 堀川 理万子／え

29 わたし

谷川 俊太郎／ぶん 長 新太／え 福音館書店

30 わたしのワンピース

にしまき かやこ／えとぶん

福音館書店

福音館書店

こぐま社

【１・２年生向け】
No

書

名

著者名

出版社

1 あしなが

あきやま ただし／作・絵

講談社

2 あなたがとってもかわいい

みやにし たつや／作絵

金の星社

3 いいからいいから

長谷川 義史／作

絵本館

4 いのちのまつり ヌチヌグスージ

草場 一壽／作 平安座 資尚／絵 サンマーク出版

5 おかあさんがおかあさんになった日

長野 ヒデ子／さく

童心社

6 おこだでませんように

くすのき しげのり／作 石井 聖岳／絵

小学館

7 おしゃべりなたまごやき

寺村 輝夫／作 長 新太／画

福音館書店

8 かいじゅうのさがしもの

富安 陽子／作 あおき ひろえ／絵

ひさかたチャイルド

9 かえるをのんだととさん

日野 十成／再話 斎藤 隆夫／絵

福音館書店

10 かさじぞう

松谷 みよ子／著 黒井 健／画 童心社

11 きょうはなんのひ？

瀬田 貞二／作 林 明子／絵 福音館書店

12 けんかのきもち

柴田 愛子／文 伊藤 秀男／絵 ポプラ社

13 ごめんねともだち

内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社

14 しげちゃん

室井 滋／作 長谷川 義史／絵 金の星社

15 しろいうさぎとくろいうさぎ

福音館書店

16 すてきな三にんぐみ

ガース・ウイリアムズ／ぶん・え
まつおか きょうこ／やく
トミー=アンゲラー／さく
いまえ よしとも／やく

17 だいじょうぶだいじょうぶ

いとう ひろし／作・絵

講談社

18 たいせつなこと

フレーベル館

19 ちいさいおうち

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
レナード・ワイスガード／え
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ
いしい ももこ／やく

20 ちいさなやたいのカステラやさん

堀 直子／作 神山 ますみ／絵 小峰書店

21 ちょっとだけ

瀧村 有子／さく 鈴木 永子／え 福音館書店

22 トビウオのぼうやはびょうきです

いぬい とみこ／作 津田 櫓冬／絵 金の星社

23 泣いた赤おに

浜田 廣介／作 梶山 俊夫／絵 偕成社

24 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

25 ぼくのかわいくないいもうと

浜田 桂子／作

ポプラ社

26 まあちゃんのすてきなエプロン

たかどの ほうこ／さく

福音館書店

27 まほうの夏

藤原 一枝／作 はた こうしろう／作

岩崎書店

28 めっきらもっきらどおんどん

長谷川 摂子／作 ふりや なな／画 福音館書店

29 もったいないばあさん

真珠 まりこ／作・絵

30 ワニぼうのゆきだるま

内田 麟太郎／文 高畠 純／絵 文溪堂

偕成社

岩波書店

講談社

【３・４年生向け】
No

書

名

著者名

出版社

1 あいしてくれてありがとう

宮西 達也／作絵

ポプラ社

2 あのときすきになったよ

薫 くみこ／さく 飯野 和好／え 教育画劇

3 あらしのよるに

木村 裕一／作 あべ 弘士／絵 講談社

4 アンナの赤いオーバー

ハリエット・ジィーフェルト／ぶん
アニタ・ローベル／え

5 おおきなきがほしい

佐藤 さとる／ぶん 村上 勉／え 偕成社

6 おかあちゃんがつくったる

長谷川 義史／作

7 おかげさま いのちのまつり

草場 一壽／作 平安座 資尚／絵 サンマーク出版

8 おこりじぞう

山口 勇子／原作 沼田 曜一／語り 金の星社

9 おじいちゃんの口笛

ウルフ・スタルク／作
アンナ・ヘグルンド／絵

評論社

講談社

ほるぷ出版

10 おんなじ、おんなじ！ でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ=ショー／作 光村教育図書
11 かたあしだちょうのエルフ

おのき がく／ぶん・え

ポプラ社

12 きつねのでんわボックス

戸田 和代／作 たかす かずみ／絵 金の星社

13 教室はまちがうところだ

蒔田 晋治／作 長谷川 知子／絵 子どもの未来社

14 さっちゃんの まほうのて

たばた せいいち／共同制作

偕成社

15 鹿よおれの兄弟よ

神沢 利子／作 G.D.パヴリーシン／絵

福音館書店

16 すばこ

キム ファン／文 イ スンウォン／絵 ほるぷ出版

17 せいめいのれきし

バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店

18 セロ弾きのゴーシュ

宮沢 賢治／作 さとう あや／絵 三起商行

19 ともだちや

内田 麟太郎／作 降矢 なな／絵 偕成社

20 どんなかんじかなあ

中山 千夏／ぶん 和田 誠／え 自由国民社

21 にじいろのさかな

マーカス・フィスター／作
谷川 俊太郎／訳

22 半日村

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵 岩崎書店

23 100万回生きたねこ

佐野 洋子／作・絵

講談社

24 へいわってどんなこと?

浜田 桂子／作

童心社

25 みずいろのマフラー

くすのき しげのり／ぶん
松成 真理子／え

童心社

26 ゆずちゃん

肥田 美代子／作 石倉 欣二／絵 ポプラ社

27 ライオンとネズミ

[イソップ／原作]
蜂飼 耳／文 西村 敏雄／絵

28 ラヴ・ユー・フォーエバー

ロバート・マンチ／作 乃木 りか／訳 岩崎書店

29 りんごのおじさん

竹下 文子／文 鈴木 まもる／絵 ハッピーオウル社

30 ロバのシルベスターとまほうの小石

ウィリアム・スタイグ／さく
せた ていじ／やく

講談社

岩崎書店

評論社

【５・６年生向け】
No

書

名

著者名

出版社

2 ありがとう、フォルカーせんせい

キャロル・オーティス・ハースト／文
ジェイムズ・スティーブンソン／絵
パトリシア・ポラッコ／作・絵
香咲 弥須子／訳

3 生きる

谷川 俊太郎／詩 岡本 よしろう／絵 福音館書店

4 いのちをいただく

内田 美智子／文 諸江 和美／絵 西日本新聞社

5 いろいろいろんなかぞくのほん

少年写真新聞社

6 ウエズレーの国

ロス・アスクィス／え
メアリ・ホフマン／ぶん
ポール・フライシュマン／作
ケビン・ホークス／絵

7 ウェン王子とトラ

チェン ジャンホン／作・絵 平岡 敦／訳

徳間書店

8 海をわたった折り鶴

石倉 欣二／作

小峰書店

9 絵ときゾウの時間とネズミの時間

本川 達雄／文 あべ 弘士／絵 福音館書店

1 あたまにつまった石ころが

10 エリカ奇跡のいのち

ルース・バンダー・ジー／文
ロベルト・インノチェンティ／絵

11 おきなわ 島のこえ ヌチドゥタカラ(いのちこそたから) 丸木 俊・丸木 位里／文・絵

光村教育図書
岩崎書店

あすなろ書房

講談社
小峰書店

12 おとうさんのちず

ユリ・シュルヴィッツ／作
さくま ゆみこ／訳

あすなろ書房

13 奇跡の一本松 大津波をのりこえて

なかだ えり／絵・文

汐文社

14 キング牧師の力づよいことば

国土社

15 すごいね!みんなの通学路

ドリーン・ラパポート／文
ブライアン・コリアー／絵
ローズマリー・マカーニー／文
西田 佳子／訳

16 その手に1本の苗木を

クレア・A.ニヴォラ／作 柳田 邦男／訳

評論社

17 だいじょうぶだよ、ゾウさん

ローレンス・ブルギニョン／作
ヴァレリー・ダール／絵

文溪堂

18 月夜のみみずく

ジェイン=ヨーレン／詩 くどう なおこ／訳

偕成社

19 としょかんライオン

岩崎書店

20 ともだちのしるしだよ

ミシェル・ヌードセン／さく
ケビン・ホークス／え
カレン・リン・ウィリアムズ／作
ダーグ・チャーカ／絵

21 なぜこうなった？あの絶景のひみつ

増田 明代／文・構成 山口 耕生／監修

講談社

22 二十四節気のえほん

西田 めい／文 羽尻 利門／絵 PHP研究所

23 ハナミズキのみち

淺沼 ミキ子／文 黒井 健／絵 金の星社

西村書店

岩崎書店

24 びちくでごはん かんたんおいしい防災レシピ 粕谷 亮美／文 岡本 正子／監修 子どもの未来社
25 ひろしまのピカ

丸木 俊／え・文

アラン ドラモンド／さく
26 みどりの町をつくろう 災害をのりこえて未来をめざす まつむら ゆりこ／やく

小峰書店
福音館書店

27 ヤクーバとライオン １ 勇気

ティエリー・デデュー／作
柳田 邦男／訳

講談社

28 ランドセルは海を越えて

内堀 タケシ／写真・文

ポプラ社

29 わすれられないおくりもの

スーザン・バーレイ／さく え
小川 仁央／やく
フランツ=ヨーゼフ・ファイニク／作
フェレーナ・バルハウス／絵

評論社

30 わたしの足は車いす

あかね書房

このリストについて
○リストの表記は、原則として図書館のデータに合わせているため、本に表示されている表記
とは異なる場合があります。

お問い合わせ
仙台市民図書館

仙台市青葉区春日町２－１

☎０２２－２６１－１５８５

広瀬図書館

仙台市青葉区下愛子字観音堂５

☎０２２－３９２－８４２１

宮城野図書館

仙台市宮城野区五輪２丁目１２－７０ ☎０２２－２５６－７３６１

榴岡図書館

仙台市宮城野区榴岡 4 丁目１－８

☎０２２－２９５－０８８０

若林図書館

仙台市若林区南小泉１丁目１－１

☎０２２－２８２－１１７５

太白図書館

仙台市太白区長町５丁目３－２

☎０２２－３０４－２７４２

泉図書館・子供図書室 仙台市泉区泉中央１丁目８－６

☎０２２－３７５－６１６１

休館日：月曜日、休日の翌日、第４木曜日

＊読んだ本を記録する読書通帳もあります
2018 年 10 月作成

