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

《 読み聞かせ中学年パック A 》 中学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

著 者 名 等

出版社

1 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

2 いぬおことわり！

H.A.レイ／え マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
ふくもとゆみこ／やく

偕成社

3 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

4 うえきばちです

川端誠／作

ＢＬ出版

5 オオカミのごちそう

木村裕一／ぶん 田島征三／え

偕成社

6 おじいちゃん
7 おしゃべりなたまごやき

長谷川義史／作

ＢＬ出版

寺村輝夫／作 長新太／画

福音館書店

8 かぞえうたのほん

岸田衿子／作 スズキコージ／え

福音館書店

9 きつねのホイティ

シビル・ウェッタシンハ／さく まつおかきょうこ／やく 福音館書店

10 くわずにょうぼう－日本の昔話－

稲田和子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

11 ごちゃまぜカメレオン

エリック・カール／さく やぎたよしこ／やく

ほるぷ出版

12 こぶじいさま－日本の昔話－

松居直／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

13 これはのみのぴこ

谷川俊太郎／作 和田誠／絵

サンリード

14 さかさまライオン

内田麟太郎／文 長新太／絵

童心社

15 さんねん峠－朝鮮のむかしばなし－

李錦玉／作 朴民宜／絵

岩崎書店

16 したきりすずめ

石井桃子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

17 ジャイアント・ジャム・サンド

ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶんえ 安西徹雄／やく アリス館

18 じゅげむ

川端誠／[作]

クレヨンハウス

19 せかいいちおおきなうち

レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳

好学社

20 たまごからうま－ベンガルの民話－

酒井公子／再話 織茂恭子／絵

偕成社

21 ちからたろう

いまえよしとも／ぶん たしませいぞう／え

ポプラ社

22 としょかんライオン

ミシェル・ヌードセン／さく ケビン・ホークス／え
福本友美子／やく

岩崎書店

23 ともだちひきとりや

内田麟太郎／作 降矢なな／絵

偕成社

24 ねずみのとうさんアナトール

イブ・タイタス／文 ポール・ガルドン／絵 晴海耕平／訳 童話館

25 八方にらみねこ

武田英子／文 清水耕蔵／絵

講談社

26 花さき山

斎藤隆介／作 滝平二郎／絵

岩崎書店

27 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

28 へっこきあねさがよめにきて

大川悦生／文 太田大八／絵

ポプラ社

29 へびのクリクター

トミー・ウンゲラー／作 中野完二／訳

文化出版局

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの

30 むかしむかしとらとねこは…－中国のむかし話より－ 大島英太郎／文・絵

福音館書店
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

《 読み聞かせ中学年パック B 》 中学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

著 者 名 等

出版社

1 いいからいいから ２

長谷川義史／作

絵本館

2 うごいちゃだめ！

エリカ・シルヴァマン／ぶん S.D.シンドラー／え
せなあいこ／やく

アスラン書房

3 海は広いね、おじいちゃん

五味太郎／作画

絵本館

4 エミールくんがんばる

トミー・ウンゲラー／作 今江祥智／訳

文化出版局

5 おっきょちゃんとかっぱ

長谷川摂子／文 降矢奈々／絵

福音館書店

6 お化け屋敷へようこそ

川端誠／作

ＢＬ出版

7 がいこつさん

五味太郎／作

文化出版局

8 かさどろぼう

シビル・ウェッタシンハ／作・絵 いのくまようこ／訳 徳間書店

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 けんかのきもち

柴田愛子／文 伊藤秀男／絵

ポプラ社

11 ごめんねともだち

内田麟太郎／作 降矢なな／絵

偕成社

12 サボテンマルティ大あらしがやってくる 川端誠／作・絵

ＢＬ出版

13 さるとわに－ジャータカ物語より－

ポール・ガルドン／さく きたむらよりはる／やく

ほるぷ出版

14 さる・るるる One more

五味太郎／作

絵本館

15 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

16 １１ぴきのねことあほうどり

馬場のぼる／著

こぐま社

17 すいかのたね

さとうわきこ／さく・え

福音館書店

18 とべバッタ

田島征三／作

偕成社

19 ばけものつかい

川端誠／[作]

クレヨンハウス

20 はちうえはぼくにまかせて

ジーン・ジオン／さく マーガレット・ブロイ・グレアム／え
もりひさし／やく

ペンギン社

21 八郎

斎藤隆介／作 滝平二郎／画

福音館書店

22 ベーコンわすれちゃだめよ！

パット・ハッチンス／さく・え わたなべしげお／やく 偕成社

23 へそもち

渡辺茂男／さく 赤羽末吉／え

福音館書店

24 ほうまんの池のカッパ

椋鳩十／文 赤羽末吉／絵

銀河社

25 ぼくのだいすきなケニアの村

ケリー・クネイン／文 アナ・フアン／絵 小島希里／訳 ＢＬ出版

26 マシューのゆめ－えかきになったねずみのはなし－ レオ=レオニ／作 谷川俊太郎／訳

好学社

27 モチモチの木

斎藤隆介／作 滝平二郎／画

岩崎書店

28 やまださんちのてんきよほう

長谷川義史／作

絵本館

29 ゆうれいとすいか

くろだかおる／作 せなけいこ／絵

ひかりのくに

30 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

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

《 読み聞かせ中学年パック C 》 中学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

著 者 名 等

出版社

1 あたまにかきの木

小沢正／文 田島征三／絵

教育画劇

2 あな

谷川俊太郎／作 和田誠／画

福音館書店

3 うそつきのつき

内田麟太郎／作 荒井良二／絵

文渓堂

4 おまたせクッキー－友だちとたのしいおやつ！－ パット=ハッチンス／さく 乾侑美子／やく

偕成社

5 おんがくねずみジェラルディン
－はじめておんがくをきいたねずみのはなし－

レオ=レオニ／作 谷川俊太郎／訳

好学社

6 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

7 きつねにょうぼう

長谷川摂子／再話 片山健／絵

福音館書店

8 きになるともだち

内田麟太郎／作 降矢なな／絵

偕成社

9 黄金りゅうと天女

代田昇／文 赤羽末吉／絵

銀河社

10 ざぼんじいさんのかきのき

すとうあさえ／文 織茂恭子／絵

岩崎書店

11 さんまいのおふだ－新潟の昔話－

水沢謙一／再話 梶山俊夫／画

福音館書店

12 ジェイミー・オルークとおばけイモ
－アイルランドのむかしばなし－

トミー・デ・パオラ／再話・絵 福本友美子／訳

光村教育図書

13 しずかなおはなし

サムイル・マルシャーク／ぶん ウラジミル・レーベデフ／え
うちだりさこ／やく

福音館書店

14 １１ぴきのねことぶた

馬場のぼる／著

こぐま社

15 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

16 そうべえまっくろけのけ

田島征彦／作

童心社

17 だごだごころころ

石黒渼子／再話 梶山俊夫／再話 梶山俊夫／絵 福音館書店

18 月おとこ

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

19 つきよのかいじゅう

長新太／さく

佼成出版社

20 トッケビのこんぼう

チョンチャジュン／文 ハンビョンホ／絵
ふじもとともみ／訳

平凡社

21 とらとほしがき－韓国のむかしばなし－

パクジェヒョン／再話・絵 おおたけきよみ／訳

光村教育図書

22 猫山

斎藤隆介／作 滝平二郎／絵

岩崎書店

23 歯いしゃのチュー先生

ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ うつみまお／やく 評論社

24 ハンダのびっくりプレゼント

アイリーン・ブラウン／作 福本友美子／訳

光村教育図書

25 パンのかけらとちいさなあくま－リトアニア民話－ 内田莉莎子／再話 堀内誠一／画

福音館書店

26 まんじゅうこわい

川端誠／[作]

クレヨンハウス

27 やまこえのこえかわこえて

こいでやすこ／さく

福音館書店

28 やまなしもぎ

平野直／再話 太田大八／画

福音館書店

29 やまんばのにしき

まつたにみよこ／ぶん せがわやすお／え

ポプラ社

30 ワニくんのおおきなあし

みやざきひろかず／さく・え

ブックローン出版

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

《 読み聞かせ中学年パック D 》 中学年への読み聞かせに向く絵本
書

名

1 あいつもともだち

著 者 名 等

出版社

内田麟太郎／作 降矢なな／絵

偕成社

2 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イヨンギョン／ぶん・え かみやにじ／やく

福音館書店

3 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
松川真弓／やく

評論社

4 いちごばたけのちいさなおばあさん

わたりむつこ／さく 中谷千代子／え

福音館書店

5 うさぎのみみはなぜながい－メキシコ民話－ 北川民次／ぶんとえ

福音館書店

6 うまかたやまんば

福音館書店

おざわとしお／再話 赤羽末吉／画

7 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

8 おおさむこさむ

こいでやすこ／さく

福音館書店

9 鬼の首引き

岩城範枝／文 井上洋介／絵

福音館書店

10 お化けの冬ごもり

川端誠／作

ＢＬ出版

11 かえるをのんだととさん－日本の昔話－ 日野十成／再話 斎藤隆夫／絵

福音館書店

12 銀のうでわ－中国の民話－

君島久子／文 小野かおる／絵

岩波書店

13 こしぬけウィリー

アンソニー・ブラウン／さく 久山太市／やく

評論社

14 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

15 しごとをとりかえただんなさん－ノルウェーの昔話－

ウィリアム・ウィースナー／え あきのしょういちろう／やく 童話館出版

16 十二支のはやくちことばえほん

高畠純／作

教育画劇

17 ぞうのホートンたまごをかえす

ドクター・スース／さく・え しらきしげる／やく

偕成社

18 だいふくもち

田島征三／さく・え

福音館書店

19 つるにょうぼう

矢川澄子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店

20 ねえ、どれがいい？

ジョン・バーニンガム／さく まつかわまゆみ／やく 評論社

21 はなたれこぞうさま

川崎大治／ぶん 太田大八／え

22 はらぺこガズラー

ハアコン・ビョルクリット／さく かけがわやすこ／やく ほるぷ出版

23 ハリーのセーター

ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム／え
わたなべしげお／やく

福音館書店

24 半日村

斎藤隆介／作 滝平二郎／絵

岩崎書店

25 ブラウンさんのネコ

スラウォミール・ウォルスキー／作 ヨゼフ・ウィルコン／絵
いずみちほこ／訳

セーラー出版

26 フレデリック－ちょっとかわったのねずみのはなし－ レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳
27 ブレーメンのおんがくたい－グリム童話－

童話館出版

好学社

グリム／原作 ハンス・フィッシャー／え せたていじ／やく 福音館書店

28 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

29 まゆとおに

富安陽子／文 降矢なな／絵

福音館書店

30 やまのじぞうさん

たかべせいいち／[作]

架空社
２０１１．８ 子供図書室

