
どの本よもうかな　小学３・４年生のきみへ

№ 書名 著者１ 著者２ 著者３ 出版者 出版年

1 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

2 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート　プロイスラー　作 中村　浩三　　訳 Ｆ・Ｊ・トリップ　さし絵 偕成社 1966

3 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 菱木　晃子　訳 ほるぷ出版 1995

4 風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ　文 ブライアン・ミーラー　文
エリザベス・ズーノン　絵

さくま　ゆみこ 訳
さ・え・ら書房 2012

5 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ．エリクソン　　作 ローレンス・ディ・フィオリ　　絵 佐藤　凉子　　訳 評論社 2008

6 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー　　作 松岡　享子　　訳 ルイス・ダーリング　　絵 学研 2007

7 木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリィ　　さく マーク・シーモント　　え さいおんじ　さちこ　　やく 偕成社 1976

8 キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二　　〔著〕 杉浦　範茂　　絵 講談社 1985

9 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

10 くまのパディントン マイケル・ボンド　　作 松岡　享子　　訳 ペギー・フォートナム　画 福音館書店 1967

11 クマのプーさん　プー横丁にたった家 アラン・アレクサンダー・ミルン　　〔著〕 石井　桃子　　訳 岩波書店 1962

12 車のいろは空のいろ　１ あまん　きみこ　　作 北田　卓史　　絵 ポプラ社 2000

13 黒ネコジェニーのおはなし　１ エスター・アベリル　作・絵 松岡　享子　共訳 張替　惠子　共訳 福音館書店 2011

14 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール　　文 ジェローム・ウェクスラー　　写真 つぼい　いくみ　　訳 福音館書店 1982

15 こちらマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック　　作 蕗沢　忠枝　　訳 山口　太一　　画 あかね書房 2003

16 子どもに語る日本の昔話　全３巻 稲田　和子　　著 筒井　悦子　　著 こぐま社 1995～1996

17 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 2008

18 さがしています アーサー・ビナード　　作 岡倉　禎志　　写真 童心社 2012

19 さよならエルマおばあさん 大塚　敦子　　写真・文 小学館 2000

20 しずくの首飾り ジョーン・エイキン　作 猪熊　葉子　　訳 岩波書店 2019

21 スーホの白い馬 大塚　勇三　　再話 赤羽　末吉　　画 福音館書店 1967

22 せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊　　作・絵 ポプラ社 1995

23 せかいのひとびと ピーター・スピアー　　えとぶん 松川　真弓　　やく 評論社 1982

24 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治　　作 茂田井　武　　画 福音館書店 1966

25 ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人　しゃしんとぶん　 そうえん社 2012

26 それいけズッコケ三人組 那須　正幹　　作 前川　かずお　　絵 ポプラ社 1978

27 だまされたトッケビ 神谷　丹路　編・訳 チョン　スンガク　画 福音館書店 2006

28 だれも知らない小さな国 佐藤　さとる　　作 村上　勉　　絵 講談社 1985

29 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん　　ぶんとえ いしい　ももこ　　やく 岩波書店 1965

30 小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン　　著 大塚　勇三　　訳 学研 1966



№ 書名 著者１ 著者２ 著者３ 出版者 出版年

31 チョコレート戦争 大石　真　　作 北田　卓史　　絵 理論社 1999

32 とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン　作 山内　玲子　訳 岩波書店 2017

33 ながいながいペンギンの話 いぬい　とみこ　作 大友　康夫　画 岩波書店 2000

34 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン　　作 イングリッド・ヴァン・ニイマン　絵 菱木　晃子　訳　 岩波書店 2018

35 のどか森の動物会議 ボイ・ロルンゼン　　作 山口　四郎　　訳 カールハインツ・グロース　　絵 童話館出版 1997

36 のはらうた　全６巻 くどう　なおこ　　作 童話屋 1984～2005

37 パンプキン！ 令丈　ヒロ子　　作 宮尾　和孝　　絵 講談社 2011

38 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル　　作 関　楠生　　訳 久米　宏一　　絵 童話館出版 1997

39 百まいのドレス エレナー・エスティス　　作 石井　桃子　　訳 ルイス・スロボドキン　　絵 岩波書店 2006

40 ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介　　作 岡本　颯子　　絵 岩崎書店 1976

41 放課後の時間割 岡田　淳　　著 偕成社 1990

42 ぼくらの地図旅行 那須　正幹　　ぶん 西村　繁男　　え 福音館書店 1989

43 ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦　　作 岩波書店 2000

44 本のれきし５０００年 辻村　益朗　作 福音館書店 1992

45 みしのたくかにと 松岡　享子　　作 大社　玲子　　絵 こぐま社 1998

46 モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日　　作 田畑　精一　　絵 あかね書房 1968

47 やまんば山のモッコたち 富安　陽子　　作 降矢　奈々　　画 福音館書店 2000

48 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋　　作 杉浦　範茂　　絵 講談社 1987

2023年3月


