
「彩の国わくわくこどもページ」で紹介した本 ２０２１.７.１現在　

　【対象：小学５・６年生】　　※おおよその目安です
書名 著者名 出版社 紹介年月

1 愛の一家　あるドイツの冬物語 アグネス・ザッパー／作　マルタ・ヴェルシュ／画　遠山明子／訳 福音館書店 2012.11
2 赤毛軍団のひみつ　新装版シャーロック・ホームズ ０２ コナン・ドイル／作　 中尾明／訳 岩崎書店 2018.03
3 赤毛のアン 完訳　赤毛のアンシリーズ１ L．M．モンゴメリー／作 掛川恭子／訳 講談社 2018.07
4 明日をさがす旅 アラン・グラッツ ／作　さくまゆみこ／訳 福音館書店 2020.07
5 アラスカたんけん記 星野道夫 福音館書店 2003.03
6 アラスカの小さな家族　バラードク カークパトリック・ヒル　著 講談社 2015.11
7 ありがとう、フォルカー先生 パトリシア・ポラッコ 岩崎書店 2002.07
8 池の水をぬいた！ ため池の外来生物がわかる本 加藤英明／文　 越井隆／イラストレーション 徳間書店 2019.07
9 イシ　二つの世界に生きたインディアンの物語 シオドーラ・クローバー　作 岩波書店 2015.07

10 ウィッシュ　願いをかなえよう！ フェリーチェ・アリーナ　作 横山和江　訳 講談社 2011.11
11 ウィロビー・チェースのオオカミ ジェーン・エイキン　作　こだまともこ　訳 富山房 2015.11
12 うなぎ　一億年の謎を追う 塚本勝巳　著 学研教育出版 2015.07
13 海時計職人ジョン・ハリソン　船旅を変えたひとりの男の物語 ルイーズ・ボーデン　文　エリック・ブレグバッド　絵 あすなろ書房 2015.11
14 海は生きている 富山和子　作 講談社 2010.03
15 海辺の王国 ロバート・ウェストール　作 坂崎麻子　訳 徳間書店 2014.07
16 海辺の宝もの ヘレン・ブッシュ／著 島見真生／訳 あすなろ書房 2013.07
17 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄 福音館書店 2007.11
18 絵本　夢の江戸歌舞伎（えどかぶき） 服部幸雄　文 一ノ関圭　絵 岩波書店 2015.03
19 エミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー　作　池田香代子　訳 岩波書店 2010.03
20 エリカ　奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー、ロベルト・インノチェンティ 講談社 2004.11
21 エルトゥールル号の遭難　トルコと日本を結ぶ心の物語 寮　美千子　文 磯　良一　絵 小学館クリエイティブ2013.11
22 おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン　著 三辺律子　訳 偕成社 2014.03
23 おいぼれミック バリ・ライ　著　岡本さゆり　訳 おすなろ書房 2016.03
24 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 2017.03
25 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 福音館書店 2005.03
26 落としたのはだれ？ 高田勝、叶内拓哉 福音館書店 2004.07
27 鬼の橋 伊藤遊／作 太田大八／画 福音館書店 2013.07
28 おれたちのトウモロコシ 矢嶋加代子／作 文研出版 2018.07
29 蛙となれよ冷し瓜　一茶の人生と俳句 マシュー・ゴラブ　文　カズコ・Ｇ．ストーン　絵 岩波書店 2016.03
30 科学者の目 かこさとし／文と絵 童心社 2020.03
31 影との戦い　ゲド戦記1 U．K．ル＝グウィン／作 清水 真砂子／訳 岩波書店 2019.03
32 影の王 スーザン・クーパー　作 井辻朱美　訳 偕成社 2014.11
33 貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ／著　ないとう　ふみこ／訳 ほるぷ出版 2020.11
34 風の島へようこそ アラン・ドラモンド／さく まつむらゆりこ／やく 福音館書店 2013.07
35 かはたれ 朽木祥 福音館書店 2006.07
36 カラフル 森　絵都／著 講談社BOOK倶楽部 （理論社）2019.03
37 川べのちいさなモグラ紳士 フィリパ・ピアス 岩波書店 2005.11
38 カンボジアの大地に生きて ミンフォン・ホー　作 もりうちすみこ　訳 さ・え・ら書房 2015.03
39 岸辺のヤービ 梨木香歩／著 小沢さかえ／画 福音館書店 2017.03
40 北をめざして－動物たちの大旅行 ニック・ドーソン／さく パトリック・ベンソン／え いだ　てつじ／やく 福音館書店 2017.07
41 きつねの橋 久保田香里／作 佐竹美保／絵 偕成社 2020.03
42 ギリシア神話 石井桃子 のら書房 2002.07
43 キング牧師の力づよいことば　マーティン・ルーサー・キングの生涯 ドリーン・ラパポート　文  ブライアン・コリアー　絵  もりうちすみこ　訳  国土社 2013.11
44 クマよ 星野道夫 福音館書店 2003.11
45 くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ 岩波書店 2004.03
46 グリーン・ノウの子どもたち Ｌ．Ｍ．ボストン 評論社 2007.11
47 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 岩波書店 2003.11
48 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ　作 岩波書店 2010.07
49 獣の奏者　１（闘蛇編） 上橋菜穂子／作 講談社 2018.03
50 珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界 奥修／文・写真 福音館書店 2021.03
51 元素図鑑 ディングル・エイドリアン 　作 主婦の友社 2011.07
52 木かげの家の小人たち いぬいとみこ　作 岩波書店 2010.11
53 ことばハンター　 　国語辞典はこうつくる 飯間浩明／著 ポプラ社 2019.11
54 この湖にボート禁止 ジェフリー・トリーズ／作 多賀京子／訳 福音館書店 2016.07
55 ゴミにすむ魚たち 大塚幸彦　文・写真 講談社 2011.11
56 さよならエルマおばあさん 大塚敦子　写真・文 小学館 2010.03



57 しあわせの牛乳 佐藤慧／著　 安田菜津紀／写真 ポプラ社 2019.07
58 鹿よ　おれの兄弟よ 神沢利子、Ｇ・Ｄ・パヴリーシン　 福音館書店 2004.11
59 しずかな魔女 市川朔久子／作 岩崎書店 2020.03
60 しずくの首飾り ジェーン・エイキン 岩波書店 2005.11
61 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ 岩波書店 2006.11
62 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　作 あすなろ書房 2009.11
63 白狐魔記１　源平の風 斉藤洋 偕成社 2006.11
64 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ．フライシュマン／作 渡辺了介／訳 あかね書房 2013.03
65 砂の妖精 イーディス・ネズビット・ブラント／作   石井桃子／訳 福音館書店 2016.11
66 スラムにひびくバイオリン　　ゴミを楽器に変えたリサイクル・オーケストラ スーザン・フッド／作　 サリー・ワーン・コンポート／絵 汐文社 2018.03
67 星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ／〔著〕　草下英明／訳 福音館書店 2012.11
68 生命の樹 ピーター・シス 徳間書店 2005.11
69 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン　文・え　いしいももこ　やく 岩波書店 2010.11
70 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・Ｇ・フレッソン／絵と文 小林玲子／訳 河出書房新社 2018.11
71 世界を変えた建物　子どもに教えたい　大人にも知ってほしい クリスティーネ・パクスマン　著 アンネ・イベリングス　絵 エクスナレッジ 2014.03
72 せかいのひとびと ピーター・スピアー 評論社 2007.07
73 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー文、遠藤育枝訳 ＢＬ出版 2009.03
74 戦場の秘密図書館－シリアに残された希望－ マイク・トムソン／作　小国綾子／編訳　 文溪堂 2020.11
75 セント・キルダの子 ベス・ウォーターズ／文・絵　原田勝／訳 岩波書店 2020.09
76 ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ　作 杉田七重　訳 徳間書店 2014.11
77 ダーウィン アリス・Ｂ・マクギンティ　作、メアリー・アゼアリアン　絵 ＢＬ出版 2009.11
78 ダーウィンのミミズの研究 （たくさんのふしぎ傑作集） 新妻昭夫／文　杉田比呂美／絵 福音館書店 2012.03
79 第八森の子どもたち エルス・ペルフロム／作 野坂悦子／訳 福音館書店 2016.11
80 高尾山の木にあいにいく ゆのきようこ／文　 陣崎草子／絵 理論社 2017.07
81 棚田を歩けば 青柳健二 福音館書店 2007.07
82 種をまく人 ポール・フライシュマン　著 片岡しのぶ　訳  あすなろ書房 2011.11
83 たのしい川べ ケネス・グレーアム 岩波書店 2006.07
84 だれも知らない小さな国　コロボック 佐藤さとる／著　 村上勉／絵 講談社 2017.11
85 小さい牛追い マリー・ハムズン　作　石井桃子　訳 岩波書店 2011.07
86 チョコレート戦争 大石真 理論社 2005.07
87 直感こども美術館 すごいぞ! ニッポン美術 結城昌子／文 西村書店 2019.03
88 チョプラン漂流記 お船がかえる日 小林豊／文・絵 岩波書店 2017.11
89 築地市場　絵でみる魚市場の一日 モリナガ・ヨウ／作・絵 小峰書店 2016.07
90 つくも神 伊藤遊 ポプラ社 2005.03
91 ツバメ号とアマゾン号  アーサー・ランサム 岩波書店 2003.07
92 ディダコイ Ｒ．ゴッデン　作 猪熊葉子　訳 評論社 2014.03
93 手紙　ふたりの奇跡 福田隆浩／著 講談社 2019.11
94 鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット／著　中村妙子／訳 教文館 2012.03
95 鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ「鉄」物語 畠山重篤／著　スギヤマカナヨ／絵 小学館 2012.07
96 天才コオロギ ニューヨークへ ジョージ・セルデン／作 ガース・ウイリアムズ／絵 吉田新一／訳 あすなろ書房 2018.11
97 トイレのおかげ 森枝雄司　写真・文 福音館書店 2009.11
98 父さんの小さかったとき 塩野米松　文、松岡達英　絵 福音館書店 2008.07
99 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ／〔著〕 　母袋夏生／訳 岩波書店 2013.03

100 銅版画家の仕事場 アーサー・ガイサート BL出版 2005.07
101 時の扉をくぐり 甲田天　作 ＢＬ出版 2008.07
102 時計坂の家 高楼方子　著 リブリオ出版 2016.07
103 とぶ船 ヒルダ・ルイス／作　石井桃子／訳 岩波書店 2012.03
104 トマス・ジェファソン　本を愛し、集めた人 バーブ・ローゼンストック　文　ジョン・オブライエン　絵 さ・え・ら書房 2015.11
105 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 2018.11
106 土曜日はお楽しみ エリザベス・エンライト　作 岩波書店 2011.07
107 囚われのアマル アイシャ・サイード／作　相良　倫子／訳　 さ・え・ら書房 2020.04
108 夏の朝 本田昌子　著 福音館書店 2015.07
109 夏の庭 湯本香樹実／著 徳間書店 2012.07
110 ならの大仏さま 加古里子 ブッキング 2008.03
111 西の魔女が死んだ 梨木　香歩　作 新潮社 2009.07
112 二十四節気のえほん 西田めい　文 羽尻利門　絵 ＰＨＰ研究所 2015.03
113 日本の材木　杉 ゆのきょうこ、阿部伸二 理論社 2006.07
114 ネバームーア　モリガン・クロウの挑戦 ジェシカ・タウンゼント／著　田辺千幸／訳 早川書房 2019.12
115 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作　金原瑞人／訳 徳間書店 2012.11



116 バドの扉がひらくとき クリストファ・ポール・カーティス 徳間書店 2004.07
117 歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル／作　岡本さゆり／訳 偕成社 2012.07
118 万里の長城 加古里子・常　嘉煌／絵  福音館書店 2012.03
119 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア　作 あすなろ書房 2009.07
120 秘密の花園 F．H．バーネット　作 猪熊葉子　訳 福音館書店 2013.11
121 ビワイチ！ 自転車で琵琶湖一周 横山充男／作 よこやまようへい／絵 文研出版 2019.07
122 ふしぎなカビ　オリゼー 　千年の物語　～和食をささえる微生物～ 竹内早希子／著 岩崎書店 2019.11
123 ブナの森は宝の山 平野伸明 福音館書店 2006.11
124 ヘンリー・ブラウンの誕生日 エレン・レヴァイン　作、カーディネル・ネルソン　絵 すずき出版 2009.07
125 冒険者たち　ガンバと１５ひきの仲間 斎藤惇夫 岩波書店 2008.03
126 冒険図鑑 さとうち藍　文　松岡達英　絵 福音館書店 2011.03
127 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス／作　橋本恵／訳 徳間書店 2021.03
128 ぼくの稲荷山戦記 たつみや章 講談社 2006.03
129 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中／著 講談社 2020.07
130 ぼっこ 富安陽子 偕成社 2005.11
131 ホネホネたんけんたい 西澤真樹子　監修・解説 アリス館 2008.07
132 炎をきりさく風になって ボストンマラソンをはじめて走った 女性ランナー ﾌﾗﾝｼｽ･ﾎﾟﾚｯﾃｨ   ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｲｰ ／作 ｽｻﾞﾝﾅ･ﾁｬｯﾌﾟﾏﾝ／絵 渋谷弘子／訳 汐文社 2018.07
133 盆栽えほん 大野八生　作 あすなろ書房 2014.11
134 魔女ファミリー エレナー・エスティス／作 エドワード・アーディゾーニ／絵 井上富雄／訳 瑞雲舎 2017.11
135 マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール／作 クェンティン・ブレイク／絵 宮下嶺夫／訳 評論社 2017.07
136 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー著、石井桃子訳 福音館書店 2009.03
137 まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　作 岩波書店 2008.07
138 まぼろしの白馬 エリザベス・グージ　作 石井桃子　訳 岩波書店 2015.03
139 ミサゴのくる谷 ジル・ルイス　作 さくまゆみこ　訳 評論社 2014.07
140 みどりのゆび モーリス・ドリュオン　作　安東次男　訳 岩波書店 2011.03
141 みみずのカーロ 今泉みね子 合同出版 2004.03
142 ミュージアムにスフィンクスがやってきた ジェシー・ハートランド／さく 志多田静／やく 六耀社 2016.11
143 名探偵カッレくん リンドグレーン作、尾崎義訳 岩波書店 2008.11
144 めざせ！給食甲子園 こうやまのりお　著 講談社 2014.07
145 モギ　ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク あすなろ書房 2004.03
146 もちろん返事をまってます ガリラ・ロンフェデル・アミット 岩崎書店 2004.11
147 森は生きている　新版 富山和子 講談社 2004.11
148 やまとゆきはら 関屋敏隆 福音館書店 2003.07
149 床下の小人たち メアリー・ノートン 岩波書店 2006.07
150 ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング　作 偕成社 2011.07
151 よみがえった奇跡の紅型 中川なをみ／著 あすなろ書房 2021.03
152 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2002.07
153 リトルベアー リン・リードバンクス 小峰書店 2007.03
154 琉球という国があった 上里　隆史／文　富山　義則／写真　一ノ関　圭／絵 福音館書店 2020.11
155 ルール！ シンシア・ロード作、おびかゆうこ訳 主婦の友社 2009.03
156 ロボ　シートン動物記３ アーネスト・Ｔ．シートン 福音館書店 2006.03
157 わきだせ！いのちの水 たけたにちほみ／著 フレーベル館 2020.07
158 わたしのカラス研究 柴田佳秀 さ・え・ら書房 2007.03
158 りすのパナシ リダ、　ロジャンコフスキー 童話館出版 2003.11
159 龍の子太郎 松谷みよ子 講談社 2005.07
160 リンゴの木の上のおばあさん（岩波少年文庫） ミラ・ローベ／作 塩谷太郎／訳 岩波書店 2016.11
161 ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤洋　著 講談社 2008.07
162 わたしたちの家が火事です　地球を救おうとよびかけるグレタ・トゥーンベリ ジャネット・ウィンター／文・絵　福本友美子／訳 鈴木出版 2021.03
163 わたしたちのカメムシずかん　やっかいものが宝ものになった話 鈴木海花／文　はたこうしろう／絵 福音館書店 2020.11
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