
どの本よもうかな　小学５・６年生のきみへ　

№ 書名 出版者 出版年

1 赤毛のアン モンゴメリ　　原作 村岡　花子　　訳 ポプラ社 2008

2 あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子　　作 小林　ゆき子　　絵 汐文社 2011

3 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 1999

4 絵で読む広島の原爆 那須　正幹　　文 西村　繁男　　絵 福音館書店 1995

5 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 1994

6 大きなたまご オリバー・バターワース　作 松岡　享子　訳 岩波書店 2015

7 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー　　作 恩地　三保子　　訳 ガース・ウィリアムズ　　画 福音館書店 2002

8 おじいちゃんは水のにおいがした 今森　光彦　著 偕成者 2006

9 おれがあいつであいつがおれで 山中　恒　　作 そが　まい　　絵 童話館出版 2013

10 風にのってきたメアリー・ポピンズ パミラ・リンド・トラヴァース　　作 林　容吉　　訳 岩波書店 2000

11 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治　　作 岩波書店 2000

12 銀のほのおの国 神沢　利子　　作 堀内　誠一　　画 福音館書店 2003

13 空城の計 〔羅　貫中　　原作〕 唐　亜明　　文 于　大武　　絵 岩波書店 2011

14 九月〇日大冒険 さとう　まきこ　　作 田中　槙子　　絵 偕成社 1989

15 くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ　　作 渡辺　茂男　　訳 岩波書店 2016

16 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ　作 松永　ふみ子　　訳 岩波書店 2000

17 源平の風 斉藤　洋　　作 高畠　純　　画 偕成社 1996

18 木かげの家の小人たち いぬい　とみこ　作 吉井　忠　画 福音館書店 2002

19 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　　作 ガース・ウイリアムズ　　絵 さくま　ゆみこ　　訳 あすなろ書房 2001

20 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　　文・絵 いしい　ももこ　　訳 岩波書店 2015

21 精霊の守り人 上橋　菜穂子　　作 二木　真希子　　絵 偕成社 1996

22 世界を救うパンの缶詰 菅　聖子　文 やました　こうへい　絵　 ほるぷ出版 2017

23 旅の絵本 安野　光雅　　〔著〕 福音館書店 1977

24 小さい牛追い マリー・ハムズン　　作 石井　桃子　　訳 岩波書店 2005

25 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン　　作 エーヴェット・カールソン　　絵 石渡　利康　　訳 評論社 2011

26 地球人記 小松　義夫　　著 福音館書店 2001

27 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール　　著 クェンティン・ブレイク　　絵 柳瀬　尚紀　　訳 評論社 2005

28 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー　　作 池田　香代子　　訳 岩波書店 2006

29 とぶ船　上・下 ヒルダ・ルイス　作 石井　桃子　　訳 岩波書店 2006

30 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス　　作 高杉　一郎　　訳 岩波書店 1967

31 ドリトル先生航海記 ロフティング　　〔著〕 井伏　鱒二　　訳 岩波書店 1961

32 二分間の冒険 岡田　淳　　著 太田　大八　　絵 偕成社 1985

著者名



№ 書名 出版者 出版年著者名

33 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン　　作 金原　瑞人　　訳 中村　悦子　　絵 徳間書店 2003

34 バッテリー　全６巻 あさの　あつこ　　作 佐藤　真紀子　　絵 教育画劇 1996～2005

35 ふたりのイーダ 松谷　みよ子　　著 司　修　　絵 講談社 1980

36 ふるさと６０年 道浦　母都子　　文 金　斗鉉　　絵 福音館書店 2012

37 冒険者たち 斎藤　惇夫　　作 薮内　正幸　　画 岩波書店 1982

38 冒険図鑑 さとうち　藍　　文 松岡　達英　　絵 福音館書店 1985

39 魔女の宅急便 角野　栄子　　作 林　明子　　画 福音館書店 1985

40 ムギと王さま エリナー・ファージョン　作 石井　桃子　　訳 岩波書店 2001

41 モモ ミヒャエル・エンデ　 作 大島　かおり　　訳 岩波書店 1976

42 床下の小人たち メアリー・ノートン　　作 林　容吉　　訳 岩波書店 2000

43 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

44 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

45 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス　　作 瀬田　貞二　　訳 岩波書店 1966

46 ルピナスさん バーバラ・クーニー　　さく かけがわ　やすこ　　やく ほるぷ出版 1987

47 ルリユールおじさん いせ　ひでこ　　作 講談社 2011

48 わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ　　著 ＪＵＬＡ出版局 1984
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