
小学校高学年向き（４０点）

Ｎo. 書名 著者　 出版社 頁数 内容

1 E ふ 旅の絵本 安野　光雅／〔著〕 福音館書店 46
一人の旅人が、海をこえ、馬を手に入れて１本の道をたどりはじめます。それは遠
い旅のはじまり。ページをめくるごとにあらわれる美しい風景や街並みの中に隠さ
れた名画、物語を探しながら楽しむ字のない絵本。

2 E ふ 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 32

山の静かな湖に、そっと夜明けが訪れます。かえるが目ざめ、鳥が鳴き、木の下で
眠っていたおじいさんと孫も目をさまして……。太陽が顔を出す一瞬までを詩情豊
かに美しく描いた絵本。

3 E ほ
ルピナスさん
-小さなおばあさんのお話-

バーバラ・クーニー／さく
かけがわ　やすこ／やく ほるぷ出版 32

アリスは子どものころ、おじいさんと３つの約束をしました。遠い国に行くこと。海の
そばに住むこと。そして「世の中をもっと美しくする」という３つ目の約束を果たすた
めにアリスがしたことは……。

4 285 か
運命の海に出会って
レイチェル・カーソン

マーティー・ジェザー／著
山口　和代／訳 ほるぷ出版 162

1962年、自著『沈黙の春』を発表したレイチェル・カーソンは、科学物質による環境
汚染の実態を明らかにし、人々に環境保護の大切さを訴えた。海洋学者として活
躍し、自然をこよなく愛した彼女の生涯を、当時の社会的背景とともに綴る。

5 460 は 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／やく 岩波書店 79

はじめに、宇宙があり、太陽が、やがて、地球がうまれた。熱い液状の地が冷えて
固まり生命がうまれた。生命は進化し、様々な、長い時を経て、私たちが生きる現
代へと移る。長い長い生命の歴史をつづる科学絵本。

6 550 な 絵で読む広島の原爆
那須　正幹／文
西村　繁男／絵 福音館書店 83

綿密な取材に基いて描かれた丹念な絵で、原爆投下以前の広島の町や被爆の状況な
どを再現。また、原爆を客観的に捉え、原爆の原理や人体への影響、投下の経緯、戦
後の核問題など様々な角度からわかりやすく解説する。平和学習に役立つ本。

7 913 お これは王国のかぎ 荻原　規子／作 理論社 381
失恋し、最低最悪の誕生日を迎えた「あたし」。泣きながら眠ってしまい、目覚める
と、そこは見知らぬ砂漠で、あたしは魔神族になっていた……。アラビアンナイトの
世界を舞台に、冒険が始まる。

8 913 お 二分間の冒険
岡田　淳／著
太田　大八／絵 偕成社 237

ふしぎな黒ネコに、奇妙な世界へ連れてこられた悟。元の世界に戻るには<この世
界でいちばんたしかなもの＝ダレカ>をつかまえなくてはならない。ところが森の中
で村娘かおりと出会ったことから竜退治の冒険をすることになり……。

9 913 か 魔女の宅急便
角野　栄子／作
林　明子／画 福音館書店 259

13歳になった魔女はひとり立ちをしなくてはならないというきまりに従って、キキは、ネコ
のジジと旅立った。やがて二人は、海に近いコリコの街で“魔女の宅急便”を始めるが
……。優しい人々に見守られ成長するキキの姿を描いた、楽しい物語。

10 913 く かはたれ
朽木　祥／作
山内　ふじ江／画 福音館書店 269

河童族の生き残りが人目を避けて暮していた。そんな中、子河童の八寸が人間から身を守る
力をつけるため、長老の命令で猫の姿になって人間世界に修行に出る。八寸は、母を亡くし
たばかりの少女麻の家で暮すことになったが、麻に河童であることがばれて・・・。

11 913 さ 冒険者たち
斎藤　惇夫／著
薮内　正幸／絵 アリス館 372

一族絶滅の危機を訴える島ネズミの忠太の頼みに、冒険に憧れるドブネズミのガ
ンバと船乗りネズミたちは立ち上がる。恐ろしいイタチ、ノロイとの壮絶な死闘に傷
つくガンバたち。そして、最後の戦いがはじまった。

12 913 ま ふたりのイーダ
松谷　みよ子／著
司　修／絵 講談社 210

直樹は、古ぼけた誰もいない家で、「イナイイナイ……」と呟き歩く小さな椅子にで
あう。そして、そこには20数年前の8月6日のままのカレンダーが……。原爆をモ
チーフにした、過去と現在が交錯するファンタジー。

13 913 み 銀河鉄道の夜
宮沢　賢治／〔著〕
春日部　たすく／画 岩波書店 314

ジョバンニは牛乳をとりに行く途中、“銀河ステーション”という声を聞きます。気が
つくと列車に乗っていて、友人のカムパネルラと一緒に、北十字や南十字などの天
空を旅することになり……。ほかに「やまなし」など１１編を収める。
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14 916 な 折り鶴の子どもたち
那須　正幹／作
高田　三郎／絵 PHP研究所 302

佐々木禎子さんは、２歳のときに原爆にあい、１０年後、その放射線の影響が白血
病として禎子さんの身体にあらわれ、彼女の命を奪った。級友たちは、彼女の死を
いたんで、原爆の子の像を設立することに……。

15 933 か 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 204

クローディアは、口の固い弟のジェイミーと家出をして、メトロポリタン美術館に逃げ
こみます。ところが、そこで特別陳列の小天使像にあい、その彫像にまつわる秘密
を調べることに熱中してしまいますが……。

16 933 か ふしぎの国のアリス
ルイス＝キャロル／著
高杉　一郎／訳 講談社 228

暑いけだるい日の午後、アリスはうさぎがチョッキのポケットから時計をとりだし、あ
わてて走っていくのを見て……。ナンセンス・ファンタジー文学の傑作を、原書の絵
とこなれた完訳文の本書で読んでほしい。

17 933 か ベーグル・チームの作戦
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作
松永　ふみ子／訳 岩波書店 227

毎日の生活にいらいらしていたママは、精神分析医に新しい趣味をみつけるように
いわれて、ぼくの野球チームの監督をひきうけてしまった。ぼくの迷惑をよそにママ
はチームを鍛えはじめて……。

18 933 く たのしい川べ
ケネス・グレーアム／作
石井　桃子／訳 岩波書店 360

ある春の朝、何かに誘われるように、暗い穴の家から飛び出したモグラ。その目に
映った川べの風景は、キラキラとまぶしかった！そして、ネズミと出会い……。美し
い田園の風景を背景に、愛すべき小動物の毎日をいきいきと描いている。

19 933 し くらやみ城の冒険
マージェリー・シャープ／作
渡辺　茂男／訳
ガース・ウィリアムズ／絵

岩波書店 261
囚人を励ましなぐさめるねずみの組織、囚人友の会の決定により、ミス・ビアンカは
重大な任務を負った。くらやみ城に閉じこめられた無実の詩人を救出しなければな
らないのだ。世間しらずのお嬢さんねずみの彼女は……。

20 933 し 黒馬物語
シュウエル／作
土井　すぎの／訳 岩波書店 366

小馬のブラック・ビューティーは、血統も気性も良く、馬の真の理解者である主人の
邸で幸せに暮らしていました。しかしやむを得ない事情で別の主人に売られてから
は……。古典の力強さを感じる感動的な作品の完訳版。

21 933 し 魔法使いハウルと火の悪魔
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作
西村　醇子／訳 徳間書店 310

18歳のソフィーはある日、荒地の魔女に呪いをかけられ90歳の老婆にされてしま
う。家族を驚かせまいと家出したソフィーは、悪名高い魔法使いハウルの動く城を
見つけ、むりやり中に入り込み……。

22 933 た チョコレート工場の秘密
ロアルド・ダール／作
田村　隆一／訳 評論社 238

チャーリーたち5人のこどもは、ワンカ氏の秘密のチョコレート工場で、不思議な機
械を見せてもらう。ところが、チャーリー以外のこどもたちが、次々に機械の中へす
いこまれてしまい……。奇想天外な話をユーモアたっぷりに描く。

23 933 て クリスマス・キャロル
チャールズ＝ディケンズ／作
こだま　ともこ／訳 講談社 221

スクルージは、けちで冷酷な老人だった。あるクリスマスイブの夜、相棒だったマー
レイの幽霊が訪ねて来た。これからスクルージの元に3人の幽霊が来るという。過
去、現在、未来の幽霊がスクルージに見せたものは……。

24 933 と 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 238

桜町通り17番地、バンクスさんの家へ、東風とともにメアリー・ポピンズがやってき
た。気むずかしげな彼女だけれど、階段の手すりをすべり上がったり、とにかく風
変わり。子どもたちは、彼女が大好きになりますが……。

25 933 ね 砂の妖精
イーディス＝ネズビット／作
八木田　宜子／訳
ハロルド＝ロバート＝ミラー／絵

講談社 373
シリルたち4人きょうだいは、ある日、砂利とり場で砂の妖精サミアッドに出会いまし
た。1日に１つだけ願いごとをかなえてくれるというサミアッドに、4人は大喜びします
が……。世界中で読みつがれてきた長編ファンタジーの完訳版。

26 933 ね 魔法の城
Ｅ・ネズビット／作
八木田　宜子／訳 冨山房 458

ジェラルドたち３兄弟は、夏休みに両親と離れて学校に滞在することになった。ある
日、3人は道ばたのほら穴を発見し……。ふしぎな力をもつ指輪をめぐって、奇妙な
事件にまき込まれていく壮大なファンタジー。

27 933 の 床下の小人たち
メアリー・ノートン／作
林　容吉／訳 岩波書店 246

イギリスの古い家の床下に、ポッドとホミリーそして、アリエッティの3人の小人が借
りものぐらしを営んでいた。ある日その家にやってきた男の子に“見られ”たことか
ら、彼らの生活は一変してゆく……。
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28 933 は オズの魔法使い
Ｌ・Ｆ・バウム／作
渡辺　茂男／訳
Ｗ・Ｗ・デンスロウ／画

福音館書店 320
ドロシーと犬のトトは、竜巻で吹き飛ばされ、オズの国にやってきた。家に帰しても
らおうと、大魔王のいるオズの都めざした彼女は、かかし、ブリキのきこり、気の弱
いライオンと出会い……。初版本の美しい挿絵を使った完訳ファンタジー。

29 933 ひ 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 304

遠い町のおばの家に、しばらくの間あずけられたトム。その家で、真夜中に古時計
が13も鳴るのを聞き、昼間とは一変したすばらしい中庭に出てみる。そこで不思議
な少女に出会い……。時間が織りなすファンタジー。

30 933 ふ ムギと王さま
エリナー・ファージョン／作
石井　桃子／訳
エドワード・アーディゾーニ／さし絵

岩波書店 470
エジプトの王さまとムギでは、どちらが金色に輝き、どっちの命が長い？の表題
作。ファンタジー、ナンセンス、昔話風の作品など２７編を収める、ふしぎなきらめき
のある、魅力いっぱいの短編集。

31 933 ま 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

福武書店
(ベネッセ)

145
父さんが新聞にのせた“助けを求む”という広告を見て、海辺の町からやってきた
サラ。明るく優しいサラを、みんなはすぐに好きになりますが、サラはだんだん笑わ
なくなっていき……。アメリカの大草原で暮らす小さな家族の心暖まる物語。

32 933 る とぶ船
ヒルダ・ルイス／作
石井　桃子／訳 岩波書店 350

ピーターが、歯医者へ行った帰りに買った小さな船。なんとそれは、行きたいと思っ
た所につれていってくれる魔法の船だった！ピーターたち4人きょうだいは、その船
にのり、思いのままに空間を飛び、時を超え、冒険の旅を楽しんだが……。

33 933 る ライオンと魔女
Ｃ．Ｓ．ルイス／作
瀬田　貞二／訳 岩波書店 252

ふとしたことから、4人の兄妹たちは、白い魔女の支配する、永遠の冬の国、ナル
ニアへまよいこむ。そして、ナルニア国の真の王、ライオンのアスランと共に、ナル
ニアに春を呼び戻す戦いに立ちあがった。

34 933 わ 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 256
今から100年も前のこと。北アメリカ、ウィスコンシン州の大きな森に、インガルス一
家は住んでいた。固い家族の絆を守り、大自然の中で暮らす一家の生活を５歳の
ローラの目を通して描く物語。

35 943 え モモ
ミヒャエル・エンデ／〔著〕
大島　かおり／訳 岩波書店 360

モモは、年齢も素性もわからない不思議な女の子。彼女のまわりにはいつも友だ
ちが集まっていた。でも、時間どろぼうの灰色の男たちの出現で、友だちは変わっ
ていった。モモは、時間を取り戻すために男たちに立ち向かい……。

36 943 け エーミールと探偵たち
ケストナー／作
高橋　健二／訳 岩波書店 212

エーミールは、おばあさんの家に遊びに行く途中、車の中であやしい紳士にお金を
とられてしまう。エーミールは、12人の少年探偵たちと紳士を追い続けます。スピー
ドと機知とユーモアに富んだケストナーの作品。

37 943 け 飛ぶ教室
ケストナー／作
高橋　健二／訳 岩波書店 234

ヨーニーたちがクリスマス劇の舞台げいこをしている真最中、傷を負った一人の少
年がかけこんできた。実業学校の生徒に書き取り帳をとられたと言うのだ……。ド
イツの高等中学校を舞台に描く少年たちの友情の物語。

38 943 へ 灰色の畑と緑の畑
ウルズラ・ヴェルフェル／作
野村　　泫／訳 岩波書店 152

フワニータという名の二人の少女がいた。一人は広大な緑の畑と工場を持つ家の
娘。一人は石だらけの灰色の畑しか持たぬ家の娘。同じ人間なのになぜ？人種差
別・戦争・貧富の差など現代の問題を鋭くついた１４編。

39 953 あ 青い鳥
モーリス・メーテルリンク／著
若月　紫蘭／訳 岩波書店 254

貧しい木こりの子、チルチルとミチルの兄妹は、クリスマスの夜、ふしぎな老婆の手
びきで、青い鳥をさがしに、パン、ミルク、炎、水、光、犬、猫、砂糖の妖精と共に旅
に出る。旅の中で、二人が見つけた青い鳥とは！？

40 989 ち 長い長いお医者さんの話
カレル・チャペック／〔著〕
中野　好夫／訳 岩波書店 296

魔法使いのマジャーシュがウメの種をのどにつまらせたので、4人のお医者さんが
やってきます。ところがお医者さんは種をとってくれず長い長いお話をするばかり…
…。ゆかいで心暖まる９つのお話集。
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