
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                　 　　　●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
〈高学年向け絵本〉

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

91 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 1999年 1,500円 ⌛⌛

92 あしたのてんきは　はれ？くもり？あめ？　おてんきかんさつえほん 野坂 勇作 さく　根本 順吉 監修 福音館書店 1993年 900円 ⌛⌛

93 あずき 荒井 真紀 さく 福音館書店 2014年 900円 ⌛⌛

94 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 童話館出版 1994年 1,500円 ⌛⌛

95 あわてんぼうウサギ　ジャータカものがたり 中川 素子 再話　バーサンスレン・ボロルマー 絵 小学館 2017年 1,400円 ⌛⌛

96 いしになったかりゅうど　モンゴル民話 大塚 勇三 再話　赤羽 末吉 画 福音館書店 1970年 1,400円 ⌛⌛⌛

97 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 1996年 1,500円 ⌛⌛

98 うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ ぶん　みねお みつ え 福音館書店 2018年 1,400円 ⌛⌛

99 うらしまたろう 時田 史郎 再話　秋野 不矩 画 福音館書店 1972年 1,000円 ⌛⌛

100 王さまになった羊飼い　チベットの昔話 松瀬 七織 再話　イ ヨンギョン 絵 福音館書店 2018年 1,600円 ⌛⌛⌛

101 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 2009年 1,500円 ⌛⌛

102 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 2004年 900円 ⌛⌛

103 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 1994年 1,300円 ⌛⌛⌛

104 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 1993年 1,900円 ⌛⌛⌛

105 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 1977年 900円 ⌛⌛

106 このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン 原作　天野 祐吉 翻案　あべ 弘士 絵 福音館書店 2006年 900円 ⌛⌛

107 さくら 長谷川 摂子 文　矢間 芳子 絵・構成 福音館書店 2005年 900円 ⌛⌛

108 せかいいちおいしいスープ　 マーシャ・ブラウン 文・絵　こみや ゆう 訳 岩波書店 2010年 1,600円 ⌛⌛⌛

109 せかいでさいしょのポテトチップス アン・ルノー 文　フェリシタ・サラ 絵　千葉 茂樹 訳 BL出版 2018年 1,500円 ⌛⌛

110 せかいのはてってどこですか？ アルビン・トゥレッセルト さく　ロジャー・デュボアザン え　三木 卓 やく 童話館出版 1995年 1,400円 ⌛⌛

111 つくし 甲斐 信枝 さく 福音館書店 1994年 900円 ⌛⌛

112 つるにょうぼう 矢川 澄子 再話　赤羽 末吉 画 福音館書店 1979年 1,200円 ⌛⌛

113 天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン 【さく】 山口 文生 やく 評論社 1987年 1,300円 ⌛⌛

114 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ 文・絵　ふしみ みさを 訳 岩波書店 2011年 1,500円 ⌛⌛

115 とりになったきょうりゅうのはなし　-改訂版- 大島 英太郎 さく 福音館書店 2019年 900円 ⌛⌛



 

 

116 中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦　+　ユーフラテス【作】 福音館書店 2008年 900円 ⌛

117 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 1991年 1,300円 ⌛⌛

118 ピリカ、おかあさんへの旅 越智 典子 文　沢田 としき 絵 福音館書店 2006年 1,700円 ⌛⌛

119 富士山にのぼる　［増補版］ 石川 直樹 【著】 アリス館 2020年 1,400円 ⌛⌛

120 ほね 堀内 誠一 さく 福音館書店 1974年 900円 ⌛

121 メアリー・スミス アンドレア・ユーレン 作　千葉 茂樹 訳 光村教育図書 2004年 1,400円 ⌛

122 やさいのおにたいじ　御伽草子「酒呑童子」より つるた ようこ さく 福音館書店 2016年 900円 ⌛⌛

123 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 BL出版 1999年 1,400円 ⌛⌛⌛

124 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 1977年 1,200円 ⌛

125 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 評論社 1975年 1,300円 ⌛⌛⌛


