
「彩の国わくわくこどもページ」で紹介した本 ２０２１.３.１現在　

　【対象：小学３・４年生】　　※おおよその目安です

書名 著者名 出版社 紹介年月
1 雨をよぶ龍 秋山　とも子　文・絵 童心社 2009.11
2 アンナのうちはいつもにぎやか アティヌーケ／作　ローレン・トビア／絵　永瀬比奈／訳 徳間書店 2012.11
3 家をせおって歩く　かんぜん版 村上慧／作 福音館書店 2019.11
4 石はなにからできている？ 西村寿雄／文 武田晋一／写真 ボコヤマクリタ／構成 岩崎書店 2020.03
5 行ってきまぁす！ 升井純子　著 講談社 2014.07
6 いつもみていた　ゆめをかなえた女の子　ジェーン・グドール ジャネット・ウィンター／作 まえざわあきえ／訳 福音館書店 2013.07
7 ｢イグルー｣をつくる ウーリ・ステルツァー あすなろ書房 2003.11
8 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン、ケビン・ホークス あすなろ書房 2004.11
9 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン 徳間書店 2008.03

10 宇宙人のしゅくだい 小松左京 講談社 2003.03
11 エジプトのミイラ アリキ・ブランデンバーグ　文と絵  神鳥統夫　訳 あすなろ書房 2013.11
12 江戸の子ども　ちょんまげのひみつ 菊地ひと美　〔著〕 偕成社 2014.03
13 絵本 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦／作　 長崎訓子／絵 講談社 2017.11
14 エンザロ村のかまど さくまゆみこ　文、沢田としき　絵 福音館書店 2009.11
15 お江戸の百太郎 那須正幹　作 岩崎書店 2015.11
16 オオサンショウウオみつけたよ にしかわかんと／ぶん あおきあさみ／え 福音館書店 2016.07
17 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 偕成社 2003.07
18 おおふじひっこし大作戦 塚本こなみ／文　 一ノ関圭／絵 福音館書店 2018.03
19 お蚕さんから糸と綿と 大西暢夫／著 アリス館 2020.11
20 おじいさんのランプ 新美南吉／作 篠崎三朗／絵 小峰書店 2018.11
21 おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン　作　山口智子　訳 福音館書店 2010.03
22 オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本かずとし／ぶん　畑中冨美子／え 大日本図書 2012.07
23 お月さまのこよみ絵本　旧暦で行事をたのしむ 千葉望／文　 阿部伸二／絵 理論社 2017.07
24 おとうとは青がすき イフェオマ・オニエフル 偕成社 2006.11
25 親子のための地震イツモノート　キモチの防災マニュアル 地震イツモプロジェクト／編　寄藤文平／絵 ポプラ社 2013.03
26 オリバー、世界を変える！ クラウディア・ミルズ　作　渋谷弘子　訳 さ・え・ら書房 2011.03
27 オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作　マイヤ・カルマ　絵 福音館書店 2016.03
28 かいじゅうになった女の子 末吉暁子 偕成社 2006.07
29 カイとカイサのぼうけん エルサ・ベスコフ／さく・え　 まつむらゆうこ／やく　 福音館書店 2018.07
30 かき氷　天然氷をつくる 細島雅代　写真　伊地知英信　文 岩崎書店 2015.11
31 学校プールのヤゴのなぞ 星輝行／写真・文 少年写真新聞社 2019.07
32 火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・Ｅ・エリクソン　 評論社 2005.07
33 カラスてんぐのジェットくん 富安陽子／作 植垣歩子／絵 理論社 2020.03
34 カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン／作　 ルイス・スロボドキン／絵 瑞雲舎 2017.07
35 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー 学習研究社 2007.07
36 季節のごちそう  ハチごはん 横塚眞己人／写真・文 ほるぷ出版 2019.03
37 北のはてのイービク ピーパルク・フロイゲン作、野村 岩波書店 2008.11
38 切っても切ってもプラナリア（科学であそぼう４） 阿形清和／文　土橋とし子／絵 岩波書店 2012.11
39 きつねものがたり ヨセフ・ラダ／さく・え 内田莉沙子／やく 福音館書店 2013.07
40 きのこ　ふわり胞子の舞 埴　沙萠／写真・文 ポプラ社 2012.07
41 木の実とともだち 　みつける・たべる・つくる 松岡達英　構成　下田智美　絵と文 偕成社 2011.11
42 きみの家にも牛がいる 小森香折、中川洋典 解放出版社 2006.03
43 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子／作 杉田比呂美／絵 講談社 2017.03
44 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 2015.11
45 金魚ははらぺこっ！！ Ｈ．Ｍ．ボウマン ／作　渋谷弘子 ／訳　タカタカヲリ ／絵 文研出版 2020.07
46 グースにあった日 キャリ・ベスト、ホリー・ミード 福音館書店 2004.07
47 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡享子　作 福音館書店 2011.07
48 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわりまこ　作　三輪正幸　監修 あすなろ書房 2016.03
49 くまのテディ・ロビンソン ジョーン・Ｇ．ロビンソン　作・絵  坪井郁美　訳 福音館書店 2014.11
50 くまのパディントン マイケル・ボンド作、松岡享子訳 福音館書店 2009.03
51 くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社 2002.11
52 黒ねこサンゴロウ　１ 竹下文子 偕成社 2007.11
53 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・張替惠子／共訳 福音館書店 2012.11
54 クワガタクワジ物語（偕成社文庫） 中島みち　著 偕成社 2016.07



55 こいぬとこねこのおかしな話 ヨゼフ・チャペック／作 木村有子／訳 岩波書店 2017.11
56 子どもに語るグリムの昔話１ 佐々梨代子 こぐま社 2002.11
57 子どもに語る日本の昔話 1 稲田和子 こぐま社 2003.11
58 コヨーテのはなし リー・ペック／作　ヴァージニア・リー・バートン／絵　安藤紀子／訳 徳間書店 2021.03
59 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ／編 冨山房 2009.07
60 じゅげむ　落語絵本 川端誠 クレヨンハウス 2006.11
61 植物あそび ながたはるみ／さく 福音館書店 2012.03
62 白いぼうし　（車のいろは空のいろ　１） あまんきみこ　作 ポプラ社 2008.07
63 セイギのミカタ 佐藤まどか／作　イシヤマアズサ／絵 フレーベル館 2020.11
64 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫、西山晶 福音館書店 2005.07
65 世界のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 2002.07
66 雑木林（ぞうきばやし）の一年 向田智也　作 小学館 2015.03
67 育てて、発見！「トマト」 真木文絵　文　石倉ヒロユキ　写真・絵 福音館書店 2015.07
68 ソフィー・スコットの南極日記 アリソン・レスター　作 斎藤倫子　訳 小峰書店 2014.11
69 大根はエライ 久住昌之／文･絵 福音館書店 2018.07
70 大力のワーニャ（岩波少年文庫） オトフリート・プロイスラー　作 　大塚勇三　役 岩波書店 2015.07
71 たねのはなし ダイアナ・アストン　作 ほるぷ出版 2009.07
72 楽しいスケート遠足 　ヒルダ・ファン・ストックム　作・絵　ふなとよし子　訳 福音館書店 2010.03
73 たのしいムーミン一家　新装版 トーベ・ヤンソン　作・絵　山室静　訳 講談社 2016.03
74 たまがわ　日本の川 村松昭　作 偕成社 2008.07
75 小さいおばけ オトフリート・プロイスラー　作 フランツ・ヨーゼフ・トリップ　絵 はたさわゆうこ　訳 徳間書店 2015.03
76 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 学習研究社 2010.03
77 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 2012.03
78 チキン・サンデー パトリシア・ポラッコ　作 福本友美子　訳 アスラン書房 2014.03
79 ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ　作 国土社 2009.11
80 蝶の目と草はらの秘密 ジョイス・シドマン／文　ベス・クロムス／絵　百々佑利子・藤田千枝／訳 冨山房 2012.03
81 珍獣図鑑（ちんじゅうずかん） 成島悦雄　文 北村直子　絵 ハッピーオウル社 2015.03
82 月へ　アポロ11号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ／作・絵　日暮雅通／訳 偕成社 2012.11
83 月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン、ジョン・ショーエンヘール 偕成社 2005.11
84 土の色ってどんな色？ （たくさんのふしぎ傑作集） 栗田宏一 福音館書店 2011.11
85 土の中からでてきたよ 小川忠博 平凡社 2004.11
86 つるばら村のパン屋さん 茂市久美子　作 講談社 2011.07
87 手で食べる？ 森枝卓士　文・写真  福音館書店 2014.07
88 点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー 岩波書店 2008.03
89 でんでら竜がでてきたよ おのりえん 理論社 2006.11
90 トゥクパをたべよう プラバ・ラム／ぶん　シーラ・プルイット／ぶん　シルパ・ラナデ ／え　あまがいひろみ ／やく イマジネイション・プラス 2021.03
91 どうぶつ句会 あべ弘士／さく・え 学習研究社 2016.11
92 年とったばあやのお話かご エリナー・ファージョン〔著〕　石井桃子　訳　 岩波書店 2010.11
93 とびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス／文 ソフィー・ブラッコール／絵 あすなろ書房 2017.03
94 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ、カードラ・モハメッド　作　ダーグ・チャーカ　絵　小林葵　訳　 岩崎書店 2010.03
95 ドライアイスであそぼう 板倉聖宣、藤沢千之 国土社 2004.07
96 トルネード！　たつまきとともに来た犬 ベッツィ・バイアーズ／作 もりうちすみこ／訳 学研教育出版 2016.07
97 ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子／作　 大島妙子／絵 理論社 2018.03
98 ながいながいペンギンの話 いぬいとみこ　作 理論社 2011.11
99 長くつしたのピッピ アストリッド・リンドグレーン ポプラ社 2003.03

100 なぜカツラは大きくなったのか？　髪型の歴史えほん キャスリーン・クルル　文 ピーター・マローン　絵 宮坂宏美　訳 あすなろ書房 2013.11
101 ナマコ天国 本川達雄 ／作　こしだミカ ／絵 偕成社 2020.07
102 なみだの穴 まはら三桃　作 小峰書店 2015.07
103 にぐるまひいて ドナルド・ホール、バーバラ・クーニー ほるぷ出版 2005.03
104 ネコのタクシー 南部和也／さく さとうあや／え 福音館書店 2018.11
105 野うさぎのフルー リダ・フォシェ／文　フェードル・ロジャンコフスキー／絵　いしいももこ／訳編 童話館出版 2012.03
106 のはらうた　１ くどうなおこ 童話屋 2007.11
107 野や山にすむ動物たち 薮内正幸　作 岩崎書店 2011.03
108 ノラネコの研究 伊沢雅子文、平出衛絵 福音館書店 2008.11
109 のんきなりゅう ケネス・グレアム 徳間書店 2007.03
110 ハートウッドホテル　１ ねずみのモナと秘密のドア ケイリー・ジョージ／作 久保陽子／訳 高橋和枝／絵 童心社 2019.11
111 俳句ガール 堀直子／作 高橋由季／絵 小峰書店 2019.07
112 拝啓、お母さん 佐和みずえ／作 かんべあやこ／絵   フレーベル館 2018.07
113 はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー文、ブライアン・カラス絵、こだまともこ訳 フレーベル館 2009.03
114 はせがわくんきらいや 長谷川集平 ブッキング 2006.07
115 パンダの手には、かくされたひみつがあった！ 山本省三　文、喜多村武　絵 くもん出版 2008.07
116 ハンナの学校 グロリア・ウィーラン　作 中家多惠子　訳 スギヤマカナヨ　絵 文研出版 2013.11
117 バンブルアーディ モーリス・センダック／作 さくまゆみこ／訳 偕成社 2017.03



118 ひともじえほん 近藤良平／作 柿木原政広／構成 山本尚明／写真 福音館書店 2016.11
119 火のくつと風のサンダル ウルズラ＝ウェルフェル 童話館出版 2007.07
120 13800000000ねん きみのたび 坂井治／さく・え 倉持利明／監修  光文社 2019.03
121 百まいのドレス エレナー・エスエティス　作 岩波書店 2009.07
122 びりっかすの神さま  岡田淳／作 偕成社 2019.03
123 ファーブルの夏ものがたり－『昆虫記』の誕生－ マーガレット･Ｊ・アンダーソン／作 千葉茂樹／訳 くもん出版 2017.07
124 ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／著 松岡享子　市川雅子／訳 福音館書店 2018.03
125 ふしぎの時間割 岡田淳 偕成社 2004.07
126 富士山大ばくはつ かこさとし 小峰書店 2004.03
127 古くて新しい椅子　イタリアの家具のしゅうりの話 中嶋浩郎　文 パオラ・ボルドリーニ　絵 福音館書店 2014.11
128 ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン あすなろ書房 2003.11
129 ぼくたちいそはまたんていだん 三輪一雄　作・絵 松岡芳英　写真 偕成社 2014.07
130 ぼくたちとワッフルハート マリア・パル　作 さ・え・ら書房 2011.07
131 ぼくとおじちゃんとハルの森 山末やすえ／作　大野八生／画 くもん出版 2012.07
132 ぼくらの地図旅行 那須正幹、西村繁男 福音館書店 2004.11
133 ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール／文 エリザベス・ズーノン／絵 藤田千枝／訳 さ・え・ら書房 2019.11
134 牧野富太郎ものがたり 草木とみた夢 谷本雄治／文 大野八生／絵 出版ワークス 2019.07
135 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ／作・絵　松川真弓／訳 評論社 2013.03
136 まつぼっくりノート　ひろってふしぎつくってたのしい いわさゆうこ　作 文化出版局 2014.11
137 魔法のたいこと金の針 茂市久美子／作 こみねゆら／画 あかね書房 2020.03
138 マンモスの謎 アリキ あすなろ書房 2006.03
139 みずにうくものしずむもの マリア・ゴードン　さく ひかりのくに 2009.11
140 ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス・Ｌ．ブリスリー 福音館書店 2006.03
141 むし歯のもんだい 北川原健　著 柳生弦一郎　著 福音館書店 2015.03
142 木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ作 福音館書店 2008.11
143 もぐらのカモネと森のなかまたち ジュリア・カニンガム／作　シンティ・ゼッカレス／絵　 童話館出版 2012.07
144 もぐらはすごい アヤ井アキコ／著 アリス館 2018.11
145 モグラ原っぱのなかまたち 古田足日　作 あかね書房 2011.03
146 森の診療所ものがたり　カモの子がやってきた 竹田津実／作　岡本順／絵 偕成社 2020.07
147 やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン　作 大塚勇三　訳 岩波書店 2014.07
148 山の上の火 クーランダー、レスロー　 岩波書店 2004.11
149 ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ・クリアリー　作 松岡享子　訳 アラン・ティーグリーン　絵 学研 2014.03
150 雪だるまのひみつ ルース・エインスワース／作 河本祥子／訳 岩波書店 2017.11
151 雪の結晶ノート カッシーノ　作　ネルソン　作　千葉茂樹　訳 あすなろ書房 2010.11
152 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 ＢＬ出版 2002.11
153 夜明けの落語 みうらかれん／作　大島妙子／絵 講談社 2013.03
154 りこうなおきさき モーゼス・ガスター　文 岩波書店 2010.07
155 りすのパナシ リダ、　ロジャンコフスキー 童話館出版 2003.11
156 龍の子太郎 松谷みよ子 講談社 2005.07
157 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
158 ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤洋　著 講談社 2008.07
159 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
160 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


