
　　 書　名 著　者 出版社 請求記号

1 ハンカチともだち
なかがわ ちひろ∥作

アリス館 K/913/ﾊ/ 

2 もしも恐竜とくらしたら
山本 省三∥作

WAVE出版 K/457/ﾓ/ 

3 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 K/913/ﾏ/ 

4 かわにくまがおっこちた
リチャード　T.モリス∥著
レウィンファム∥絵 木坂 涼∥
訳

岩崎書店 E/ﾌｧ/ｵﾚﾝｼﾞ

5 夏に降る雪
あんず ゆき∥作
佐藤 真紀子∥絵 フレーベル館 K/913/ﾅ/ 

6 月でたんじょうパーティーをひらいたら
ジョイス　ラパン∥文 シモー
ナ　チェッカレッリ∥絵 原田
勝∥訳 縣 秀彦∥監修

廣済堂あかつき E/ﾁｪ/ｵﾚﾝｼﾞ

7 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 K/933/ｶ/ 

8 太陽ってどんな星?
宮原 ひろ子∥作

新日本出版社 K/444/ﾀ/ 

9 もえぎ草子
久保田 香里∥作
tono∥画 くもん出版 K/913/ﾓ/ 

10 王の祭り
小川 英子∥著

ゴブリン書房 K/913/ｵ/ 

11 ゴースト
ジェイソン　レノルズ∥作
ないとう ふみこ∥訳 小峰書店 K/933/ｺ/ 

12 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∥著
小国 綾子∥編訳 文溪堂 K/010/ｾ/ 

13 よみがえった奇跡の紅型
中川 なをみ∥著

あすなろ書房 K/753/ﾖ/ 

1 エルマーとりゅう
ルース　スタイルス　ガネット∥さ
く ルース　クリスマン　ガネット∥
え わたなべ しげお∥やく

福音館書店
K 933/ェ/

2 にじいろのさかな
マーカス　フィスター∥作
谷川 俊太郎∥訳 講談社 

E/ﾌｲ/ｵﾚﾝｼﾞ

3 王さまと九人のきょうだい
イ ヨンギョン∥ぶん　え
かみや にじ∥やく 岩波書店

E/ｱｶ/ﾋﾟﾝｸ

4
せかいいちおおきなうち
りこうになったかたつむりのはなし

レオ＝レオニ∥作
谷川俊太郎∥訳 好学社 E/ﾚ/

5 あらしのよるに
木村 裕一∥作
あべ 弘士∥絵 講談社 

 E/ｱ/

6 お月さまってどんなあじ？
ミヒャエル　グレイニェク∥絵
と文 いずみちほこ∥訳 セーラー出版

 E/ｸ/

7 アルパカパカパカやってきて
おなり 修司∥文
丸山 誠司∥絵 絵本館 

 E/ﾏﾙ/ｵﾚﾝｼﾞ

8 かもとりごんべえ
中脇 初枝∥文
谷口 亜希子∥作画 ポプラ社

 E/ﾅ/

9 雪の花 ロシアのお話
セルゲイ　コズロフ∥原作
オリガファジェーエヴァ∥絵
田中 友子∥文

偕成社
 E/ﾌｧ/ｵﾚﾝｼﾞ

玄関展示　2021 こどもの読書週間　「いっしょに よもう　いっぱいよもう」

第３２回　読書感想画中央コンクール指定図書

自由読書で読まれたもの（瀬戸市児童・生徒読書感想画入賞作品展中）

４月２３日は「子ども読書の日」、４月２７日～５月１０日は、「こどもの読
書週間」です。図書館２階市民ギャラリーで開催中の「瀬戸市児童・生徒読書
感想画入賞作品展」にあわせ、子どもたちに読まれた本を集めました。あわせ
て、読み聞かせにおすすめの本を集めましたので、是非家族で本を読んでみて
くださいね。

請求記号とは・・・資料の背
に貼られているラベルの番号
のことです。



10 かたあしだちょうのエルフ
おのきがく∥ぶん　え

ポプラ社
 E/ｵﾉ/ﾋﾟﾝｸ

11 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2
廣嶋 玲子∥作
jyajya∥絵 偕成社

K 913 /ﾌ /2

12 八郎
斎藤 隆介∥作
滝平 二郎∥画 福音館書店

 E/ﾀｷ/ｵﾚﾝｼﾞ

13 ポカポカスープ
うえき まさのぶ∥作
相野谷 由起∥絵 ひさかたチャイルド

 E/ｱｲ/ﾋﾟﾝｸ

14 木のいのち
立松 和平∥文
山中 桃子∥絵 くもん出版  E/ﾔﾏ/ｵﾚﾝｼﾞ

15 くもの糸・杜子春 芥川龍之介短編集
芥川 龍之介∥作
百瀬 義行∥絵 講談社

K90/ｱ/

16 家守綺譚
梨木 香歩∥著

新潮社
 F/ﾅ115/

17 あの夏が飽和する。
カンザキ イオリ∥著

河出書房新社
 F/ｶ/

18 世界が若かったころ
ジャック・ロンドン ショートセレク
ション ジャック　ロンドン∥作 千葉
茂樹∥訳 ヨシタケ シンスケ∥絵

理論社
K933/ｾ/

19 オズの魔法使い
L.F.ボーム∥作 菅野 雪虫
∥文 丹地 陽子∥絵 ポプラ社

K933/ｵ/

20 スマイル・ムーンの夜に
宮下 恵茉∥著
鈴木 し乃∥絵 ポプラ社

K913/ｽ/

21 カラフル
森 絵都∥著

講談社
K913/ｶ/

22 猫町
萩原 朔太郎∥著

透土社 
 913/ﾈ/

23 あずかりやさん [3]
大山 淳子∥著

ポプラ社
 F/ｵ128/3



読み聞かせおすすめ本
〈乳幼児向け〉

　　 書　名 著　者 出版社 請求記号

1 あおくんときいろちゃん
レオ　レオーニ∥作
藤田圭雄∥訳

至光社 E/ﾚｵ/ﾐﾄﾞﾘ

2 あさえとちいさいいもうと
筒井 頼子∥さく
林 明子∥え

福音館書店 E/ｱ/ 

3 ありとすいか たむら しげる∥作　絵 ポプラ社 E/ﾀﾑ/ﾋﾟﾝｸ

4 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア　リー　バートン∥
ぶん　え
むらおかはなこ∥やく

福音館書店 E/ﾊﾄ/ｵﾚﾝｼﾞ

5 うみべのハリー
ジーン ジオン∥ぶん わたなべ
しげお やく∥え マーガレット
ブロイ グレアム∥え

福音館書店 E/ｸﾚ/ｵﾚﾝｼﾞ

6 おおきなかぶ
Ａ．トルストイ∥再話
内田莉莎子∥訳 佐藤忠良∥画 福音館書店 E/ｵ/ﾋﾟﾝｸ

7 おじさんのかさ 佐野 洋子∥作　絵 講談社 E/ｻﾉ/ｵﾚﾝｼﾞ

8 おだんごぱん
せた ていじ∥やく
わきた かず∥え

福音館書店 E/ﾜｷ/ｵﾚﾝｼﾞ

9 おばけのてんぷら せな けいこ∥作　絵 ポプラ社 E/ｾﾅ/ﾋﾟﾝｸ

10 およぐ なかの ひろたか∥さく 福音館書店 E/ﾅｶ/ﾋﾟﾝｸ

11 かじだ、しゅつどう 山本 忠敬∥さく 福音館書店  E/ﾔﾏ/ﾐﾄﾞﾘ

12 かちかちやま
おざわ としお∥再話
赤羽 末吉∥画

福音館書店  E/ｱ/

13 かにむかし
木下 順二∥文
清水 崑∥絵

岩波書店  E/ﾔﾏ/ﾐﾄﾞﾘ

14 くんちゃんのはたけしごと
ドロシー　マリノ∥さく
まさき るりこ∥やく

ペンギン社  E/ｸ/ﾋﾟﾝｸ

15 こすずめのぼうけん
ルース　エインズワース∥作
石井 桃子∥訳 堀内 誠一∥画

福音館書店 E/ﾎﾘ/ｵﾚﾝｼﾞ

16 コッケモーモー!
ジュリエット　ダラス=コンテ∥文
アリソン　バートレット∥絵
たなか あきこ∥訳

徳間書店 E/ﾊﾄ/ﾋﾟﾝｸ

17 こぶじいさま
松居 直∥再話
赤羽 末吉∥画

福音館書店 E/ｱｶ/ﾋﾟﾝｸ

18 ごめんねともだち
内田 麟太郎∥作
降矢 なな∥絵

偕成社 E/ﾌﾘ/ﾋﾟﾝｸ

19 これはのみのぴこ
谷川俊太郎∥作
和田誠∥絵

サンリード E/ﾜﾀ/ｵﾚﾝｼﾞ

20
三びきのこぶた

瀬田 貞二∥やく
山田 三郎∥え

福音館書店 E/ﾔﾏ/ﾋﾟﾝｸ

21 三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ　ブラウン∥え
せたていじ∥やく

福音館書店 E/ﾌﾗ/ﾋﾟﾝｸ

22 ジャイアント・ジャム・サンド
ジョン　ヴァーノン　ロード∥
ぶん　え 安西徹雄∥やく

福音館書店  E/ﾛﾄ/ﾋﾟﾝｸ

23 しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺 茂男∥さく
山本 忠敬∥え

福音館書店  E/ﾔﾏ/ﾐﾄﾞﾘ

24 すいかのたね さとう わきこ∥さく　え 福音館書店 E/ｻﾄ/ﾋﾟﾝｸ

25 スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし
レオ=レオニ∥作
谷川 俊太郎∥訳

好学社 E/ﾚｵ/ｵﾚﾝｼﾞ




読み聞かせおすすめ本
〈小学生向け〉

　　 書　名 著　者 出版社 請求記号

1 あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま
イ ヨンギョン∥ぶん　え
かみや にじ∥やく 福音館書店 E/ｲ/ﾋﾟﾝｸ

2 アンディとらいおん
ジェームス・ドーハーティ
∥著 福音館書店  E/ﾄﾊ/ﾋﾟﾝｸ


3 いつもちこくのおとこのこ
イ ヨンギョン∥ぶん　え
かみや にじ∥やく あかね書房  E/ｲ/


4 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 あすなろ書房  E /ﾎｸ/ﾋﾟﾝｸ


5 ウェン王子とトラ
チェン ジャンホン∥作
絵 平岡 敦∥訳 徳間書店  E/ﾁｪ/ｵﾚﾝｼﾞ


6 うまかたやまんば
おざわ としお∥再話
赤羽 末吉∥画 福音館書店  E /ﾁｪ/ｵﾚﾝｼﾞ


7 おっきょちゃんとかっぱ
長谷川 摂子∥文
降矢 奈々∥絵 福音館書店  E/ｵ/

8 おどりトラ
金森 襄作∥再話 鄭 【ス
ク】香∥画 福音館書店  E/ｵ/


9 かえるをのんだととさん
日野 十成∥再話 斎藤 隆
夫∥絵 福音館書店  E/ｻｲ/ﾋﾟﾝｸ

10 かさどろぼう
シビル　ウェタシンヘ∥さく
いのくま ようこ∥やく 福武書店  E/ｶ/


11 かさぶたくん
ぎゅう げんいちろう∥さく

福音館書店  E /ﾔｷ/ﾋﾟﾝｸ


12 かもさんおとおり
ロバート　マックロスキー∥ぶ
んとえ わたなべしげお∥やく 福音館書店  E/ﾏｯ/ｵﾚﾝｼﾞ


13 きっときってかってきて
ことばあそびの会∥文
金川 禎子∥絵 さ・え・ら書房  E/ｷ/


14 きつねのホイティ
シビル　ウェッタシンハ∥さく
まつおか きょうこ∥やく 福音館書店  E/ｳｴ/ｵﾚﾝｼﾞ


15 くわずにょうぼう
稲田 和子∥再話
赤羽 末吉∥画 福音館書店  E /ｱ/


16 さんねん峠
李 錦玉∥作 朴 民宜∥絵

岩崎書店  E /ﾘ/


17 しまふくろうのみずうみ
手島 圭三郎∥絵　文

絵本塾出版  E/ﾃｼ/ｵﾚﾝｼﾞ


18 島ひきおに
梶山 俊夫∥絵
山下 明生∥文 偕成社

 E/ｶ/

19 スーホの白い馬
大塚勇三∥再話
赤羽末吉∥画 福音館書店  E/ｱｶ/ﾋﾟﾝｸ


20 せかいいちうつくしいぼくの村
小林 豊∥作　絵

ポプラ社  E/ｺ/


21 たべることはつながること
パトリシア ローバー∥さく ホリー
ケラー∥え ほそや あおい∥やく く
らた たかし∥やく

福音館書店  E/ｹﾗ/ﾋﾟﾝｸ


22 田んぼのいのち
立松 和平∥文
横松 桃子∥絵 くもん出版

 E/ﾖｺ/ｵﾚﾝｼﾞ


23 はちうえはぼくにまかせて
ジーン　ジオン∥さく マーガ
レット　ブロイ　グレアム∥え
もり ひさし∥やく

ペンギン社  E/ｸﾚ/ﾋﾟﾝｸ


24 花さき山
斎藤 隆介∥作
滝平 二郎∥絵 岩崎書店  E/ﾀｷ/ｵﾚﾝｼﾞ


これらの本は図書館で貸出できます。
また、貸出中の本は予約することがで
きます。

瀬戸市立図書館

82-2202


