
平成３１年２月改訂 

この本
ほん

たのしいよ！  ～小学
しょうがく

３・４年生
ねんせい

から～ 

☆印の本は大勢での読み聞かせにむいています     吹田市立図書館 

むかしばなし お話
はなし

・絵本
え ほ ん

 

イギリスとアイルランドの昔話 

  石井桃子・編・訳 （福音館書店） 

子どもに語るグリムの昔話  

  グリム （こぐま社） 

さんねん峠 ☆ 

李錦玉  朴民宜 （岩崎書店） 

シンドバッドの冒険 ☆ 

  ルドミラ・ゼーマン （岩波書店）  

太陽の東 月の西 

  アスビョルンセン・編 （岩波書店） 

つるにょうぼう 

矢川澄子 赤羽末吉 （福音館書店） 

日本のむかしばなし 

  瀬田貞二 （のら書店） 

ねむりひめ ☆ 

フェリクス・ホフマン （福音館書店） 

1 つぶのおこめ さんすうのむかしばなし 

デミ （光村教育図書） 

  ロシアの昔話 

  内田莉莎子・編・訳 （福音館書店） 

  

詩
し

・ことばあそび 

おっと合点承知之
が っ て ん し ょ う ち の

助
すけ

 声にだすことばえほん 

斎藤孝 つちだのぶこ （ほるぷ出版） 

ことばあそびえほん さかさまはやくちならべかえ 

 石津ちひろ 飯野和好 （のら書店） 

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） 

てんぷらぴりぴり 

 まどみちお （大日本図書） 

ともだち 

  谷川俊太郎 和田誠 （玉川大学出版部） 

 

ちしきの本
ほん

 

ウラパン・オコサ かずあそび ☆ 

谷川晃一 （童心社） 

絵くんとことばくん  

天野祐吉  大槻あかね （福音館書店）  

かわ 

加古里子 （福音館書店） 

 

ずら～りカエルならべてみると… 

高岡昌江 松橋利光 （アリス館） 

鳥の巣みつけた 

 鈴木まもる （あすなろ書房） 

ばばばあちゃんのアイス・パーティ 

   さとうわきこ （福音館書店） 

 ぼくらの地図旅行 

那須正幹 西村繁男 （福音館書店） 

 

 

 にほんの絵本
え ほ ん

 

さっちゃんのまほうのて 

たばたせいいち〔ほか〕 （偕成社） 

じごくのそうべえ ☆ 

田島征彦 （童心社） 

島ひきおに ☆ 

山下明生 梶山俊夫 （偕成社） 

ねぎぼうずのあさたろう ☆ 

飯野和好 （福音館書店） 

ひめねずみとガラスのストーブ   

安房直子  降矢なな （小学館） 

わにのスワニー しまぶくろさんとあそぶの巻  

中川ひろたか あべ弘士 （講談社） 

 

 

がいこくの絵本
え ほ ん

 

赤い目のドラゴン ☆ 

アストリッド・リンドグレーン イロン・ヴィークランド（岩波書店） 

いいにおいのおならをうるおとこ  

ジル・ビズエルヌ ブルーノ・エッツ （ロクリン社） 

かきねのむこうはアフリカ 

バルト・ムイヤールト アンナ・ヘグルンド（ほるぷ出版） 

かさどろぼう   

シビル・ウェッタシンハ （徳間書店） 

ケーキやさんのゆうれい 

ジャクリーン・Ｋ・オグバン マージョリー・プライスマン（フレーベル館） 

ゼラルダと人喰い鬼 ☆ 

トミー・ウンゲラー （評論社） 

 

 

 



家族
か ぞ く

っていいな 

いえでででんしゃ 

あさのあつこ （新日本出版社） 

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） 

おかあさん、げんきですか。 

後藤竜二 武田美穂 （ポプラ社） 

なまけものの王さまとかしこい王女のお話 

ミラ・ローベ （徳間書店） 

若おかみは小学生！ 

令丈ヒロ子 （講談社） 

 

学校
がっこう

・友
とも

だち 

がんばれヘンリーくん 

ベバリイ＝クリアリー （学研） 

先生、しゅくだいわすれました    

山本悦子 （童心社） 

ちびドラゴンのおくりもの 

   イリーナ・コルシュノフ （国土社） 

どうしてぼくをいじめるの?  

ルイス・サッカー （文研出版）  

にんきもののねがい 

森絵都 （童心社）  

びゅんびゅんごまがまわったら ☆ 

宮川ひろ 林明子 （童心社） 

びりっかすの神さま 

   岡田淳 （偕成社） 

ふたりは世界一! 

アンドレス・バルバ （偕成社） 

  ぼく、悪い子になっちゃった!  

マーガレット・ピーターソン・ハディックス（さ・え・ら書房） 

 

動物
どうぶつ

が出
で

てくる物語
ものがたり

 

アームストロング 宙飛ぶネズミの大冒険  

トーベン・クールマン （ブロンズ新社） 

子犬おおそうどう こちら動物のお医者さん   

ルーシー・ダニエルズ （ほるぷ出版） 

忘れないよリトル・ジョッシュ  

マイケル・モーパーゴ （文研出版） 

 

探偵
たんてい

が活躍
かつやく

するよ 

くものすおやぶんとりものちょう ☆ 

 秋山あゆ子 （福音館書店） 

ムジナ探偵局 

富安陽子 （童心社） 

 

メリーさんの電話 ナツカのおばけ事件簿  

   斉藤洋 （あかね書房） 

もしかしたら名探偵 

杉山亮 （偕成社） 

 

ふしぎだな 

いい夢ひとつおあずかり 

小松原宏子 （くもん出版） 

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） 

親指姫 アンデルセンの童話 

ハンス・クリスチャン・アンデルセン（福音館書店） 

かようびのよる 

デヴィッド･ウィーズナー （徳間書店） 

龍の子太郎 

松谷みよ子 （講談社） 

つきよのかいじゅう ☆ 

長新太 （佼成出版社） 

天使のかいかた 

なかがわちひろ （理論社） 

デルトラ・クエスト 

エミリー･ロッダ （岩崎書店） 

トチノキ村の雑貨屋さん 

茂市久美子 （あすなろ書房） 

長くつ下のピッピ  

リンドグレーン （岩波書店） 

干したから…  

森枝卓士 （フレーベル館） 

魔法使いのチョコレート・ケーキ 

マーガレット･マーヒー （福音館書店） 

リトル・パパ  

パット・ムーン （文研出版） 

 

わたしって、なに？ 

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの

おじいちゃん ☆     

長谷川義史 （ＢＬ出版） 

ストライプ ☆ 

デヴィッド・シャノン （セーラー出版） 

せいめいのれきし 

バージニア･リー･バートン （岩波書店） 

ロバのシルベスターとまほうの小石 ☆ 

   ウィリアム・スタイグ （評論社） 

わたし ☆ 

谷川俊太郎 長新太 （福音館書店） 

この本たのしいよ！～小学３・４年生から～ 吹田市立図書館 Ｈ31.2 

 


