
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                　 　　　●リストの書名、著者などの情報は、表紙の記載を基にしています。表紙以外からの情報には【　】を付けて記載しています。
                                                　　　　 ●出版年は基本として初版年を記載していますが、復刊や再刊などで改訂版が発行された場合は、改訂版の情報を載せています。

                                                 　　　　●所要時間は、おおよその目安です。　⌛：5分未満　⌛⌛：5分以上～10分未満　⌛⌛⌛：10分以上
〈中学年向け絵本〉

通し番号 タイトル 著者 出版社 初版年 価格（税抜き） 所要時間

51 イワシ　むれでいきるさかな 大片 忠明 さく 福音館書店 2013年 900円 ⌛⌛

52 イワシ大王のゆめ　韓国のむかしばなし チョン・ミジン 再話　イ・ジョンギュン 絵　おおたけ きよみ 訳 光村教育図書 2019年 1,300円 ⌛⌛

53 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ 文　アロイス・カリジェ 絵　大塚 勇三 訳 岩波書店 2018年 2,000円 ⌛⌛⌛

54 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 1975年 1,100円 ⌛

55 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード 文・画　渡辺 茂男 訳 ほるぷ出版 1985年 1,500円 ⌛⌛⌛

56 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 1972年 1,200円 ⌛⌛

57 おばけのひっこし さがら あつこ 文　沼野 正子 絵 福音館書店 1989年 1,100円 ⌛⌛

58 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 2007年 1,400円 ⌛⌛

59 がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン 作　まつおか きょうこ 訳 冨山房 1999年 1,400円 ⌛⌛⌛

60 かなへび 竹中　践 ぶん　石森 愛彦 え 福音館書店 2015年 900円 ⌛⌛

61 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー ぶんとえ　わたなべ しげお やく 福音館書店 1965年 1,300円 ⌛⌛⌛

62 ガラスめだまときんのつののヤギ　ベラルーシ民話 田中 かな子 訳　スズキ コージ 画　 福音館書店 1988年 1,300円 ⌛⌛

63 木はいいなあ ユードリイ さく　シーモント え　さいおんじ さちこ やく 偕成社 1976年 1,000円 ⌛

64 きょうのごはん 加藤 休ミ 【作】 偕成社 2012年 1,200円 ⌛

65 くらやみのゾウ　-ペルシャのふるい詩から- ミナ・ジャバアービン 再話　ユージン・イェルチン 絵　山口 文生 訳 評論社 2018年 1,400円 ⌛⌛

66 ゴナンとかいぶつ　モンゴルの昔話より イチンノロブ・ガンバートル 文　バーサンスレン・ボロルマー 絵　津田 紀子 訳 偕成社 2013年 1,500円 ⌛⌛

67 ざっそう　 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店 1972年 900円 ⌛

68 ずいとんさん　日本の昔話 日野 十成 再話　斎藤 隆夫 絵 福音館書店 2001年 900円 ⌛⌛

69 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン さく　さいおんじ さちこ やく ほるぷ出版 1975年 1,500円 ⌛⌛

70 だごだごころころ 石黒 渼子・梶山 俊夫 再話　梶山 俊夫 絵 福音館書店 1993年 1,200円 ⌛⌛

71 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 2003年 1,400円 ⌛⌛

72 ちいさなろば ルース・エインズワース 作　酒井 信義 画　石井 桃子 訳 福音館書店 1979年 900円 ⌛⌛

73 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ さく　せた ていじ やく 福音館書店 2001年 1,300円 ⌛⌛⌛

74 手おけのふくろう ひらの のぶあき ぶん　あべ 弘士 え 福音館書店 2017年 1,400円 ⌛⌛

75 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ ぶん　Ｈ．Ａ．レイ え　わたなべ しげお やく 福音館書店 1978年 1,100円 ⌛⌛



 

 

76 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 2007年 1,600円 ⌛⌛⌛

77 とべバッタ 田島 征三 【作】 偕成社 1988年 1,400円 ⌛

78 トマトのひみつ 山口 進 文・写真 福音館書店 1994年 900円 ⌛

79 トヤのひっこし イチンノロブ・ガンバートル 文　バーサンスレン・ボロルマー 絵　津田 紀子 訳 福音館書店 2015年 1,500円 ⌛⌛

80 にじ さくらい じゅんじ 文　いせ ひでこ 絵 福音館書店 1992年 900円 ⌛⌛

81 にゅうどうぐも 野坂 勇作 さく　根本 順吉 監修 福音館書店 1996年 900円 ⌛⌛

82 ねこのくにのおきゃくさま 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 1996年 1,300円 ⌛⌛

83 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 1981年 1,200円 ⌛⌛

84 バナナのはなし 伊沢 尚子 文　及川 賢治 絵 福音館書店 2009年 900円 ⌛

85 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 1979年 900円 ⌛⌛

86 ふしぎなたけのこ　 松野 正子 さく　瀬川 康男 え 福音館書店 1963年 900円 ⌛⌛

87 干し柿 西村 豊 写真・文 あかね書房 2006年 1,200円 ⌛⌛

88 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 2009年 1,300円 ⌛⌛

89 よかったねネッドくん　〔英文つき〕 シャーリップ さく　やぎた よしこ やく 偕成社 1997年 1,400円 ⌛

90 わゴムはどのくらいのびるかしら？　 マイク・サーラー ぶん　ジェリー・ジョイナー え　きしだ えりこ やく ほるぷ出版 1976年 1,200円 ⌛


