
子どもの成長段階に応じた推奨図書　リスト　【　1　小学校・高学年対象：読み物（物語、昔ばなし）】

タイトル 責任表示 出版者 ISBN

本体価格

（2022年

3月調

べ）

備考

１ アーサー王と円卓の騎士（福

音館古典童話シリーズ）

シドニー・ラニア∥編

石井正之助∥訳　N.C.

ワイエス∥画

福音館書店 9784834003314 2,300

２ あたしのおばあちゃんは、プ

タ（子どもの文学・青い海シ

リーズ）

ニーナ・ボーデン∥作

こだまともこ∥訳　金

子恵∥絵

童話館出版 9784887502529 1,800

３ あらしの前（岩波少年文庫） ドラ・ド・ヨング∥作

吉野源三郎∥訳

岩波書店 9784001141504 680 シリーズ

４ アラビアン・ナイト（福音館

古典童話シリーズ）

ケイト・D.ウィギン∥

編　ノラ・A.スミス∥

編　坂井晴彦∥訳

福音館書店 9784834014204 2,500

５ アンデルセン童話集１（岩波

少年文庫）

アンデルセン∥[作]

大畑末吉∥訳

岩波書店 9784001140057 720 シリーズ

電子版あり

６ インド神話（岩波少年文庫） 沖田瑞穂∥編訳 岩波書店 9784001142532 760 電子版あり

７ 大きなたまご（岩波少年文

庫）

オリバー・バターワー

ス∥作　松岡享子∥訳

岩波書店 9784001142266 760

８ おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク∥作

キティ・クローザー∥

絵　菱木晃子∥訳

徳間書店 9784198651626 1,700

９ オタバリの少年探偵たち（岩

波少年文庫）

セシル・デイ=ルイス

∥作　脇明子∥訳

岩波書店 9784001141559 680

１０ 思い出のマーニー　上・下

（岩波少年文庫）

ジョーン・ロビンソン

∥作　松野正子∥訳

岩波書店 9784001141108

9784001141115

640

640

電子版あり

１１ かじ屋と妖精たち（岩波少年

文庫）

脇明子∥編訳 岩波書店 9784001142525 840

１２ 風にのってきたメアリー・ポ

ピンズ（岩波少年文庫）

P.L.トラヴァース∥作

林容吉∥訳

岩波書店 9784001140521 720 シリーズ

電子版あり

１３ キバラカと魔法の馬（岩波少

年文庫）

さくまゆみこ∥編訳 岩波書店 9784001142471 640
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１４ ギリシア神話 石井桃子∥編・訳　富

山妙子∥画

のら書店 9784931129122 2,000

１５ 銀のうでのオットー（子ども

の文学・青い海シリーズ）

ハワード=パイル∥作

渡辺茂男∥訳

童話館出版 9784887501652 1,500

１６ グリーン・ノウの子どもたち

（グリーン・ノウ物語）

ルーシー・M.ボストン

∥作　ピーター・ボス

トン∥絵　亀井俊介∥

訳

評論社 9784566012615 1,500 シリーズ

１７ こちら『ランドリー新聞』編

集部（世界の子どもライブラ

リー）

アンドリュー・クレメ

ンツ∥作　田中奈津子

∥訳　伊東美貴∥絵

講談社 9784061947535 1,500

１８ 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 9784198651817 1,800

１９ 三本の金の髪の毛　中・東欧

のむかしばなし

松岡享子∥訳　降矢な

な∥絵

のら書店 9784905015109 2,000

２０ ジャータカ物語（岩波少年文

庫）

辻直四郎∥訳　渡辺照

宏∥訳

岩波書店 9784001141399 640 電子版あり

２１ シャーロットのおくりもの E.B.ホワイト∥作

ガース・ウイリアムズ

∥絵　さくまゆみこ∥

訳

あすなろ書房 9784751518892 1,500

２２ 精霊の守り人（偕成社ワン

ダーランド）

上橋菜穂子∥作　二木

真希子∥絵

偕成社 9784035401506 1,500 シリーズ

２３ その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス∥

著　橋本恵∥訳

あすなろ書房 9784751529348 1,400

２４ 太陽の東月の西（岩波少年文

庫）

アスビヨルンセン∥編

ペテル・クリステン∥

編　佐藤 俊彦∥訳

岩波書店 9784001141269 680 電子版あり

２５ たのしいムーミン一家（ムー

ミン全集）

トーベ・ヤンソン∥著

山室静∥訳

講談社 9784065155134 1,500 シリーズ

電子版あり

２６ 小さい牛追い（岩波少年文

庫）

マリー・ハムズン∥作

石井桃子∥訳

岩波書店 9784001141344 680
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２７ 注文の多い料理店　イーハ

トーヴ童話集（岩波少年文

庫）

宮沢賢治∥作 岩波書店 9784001140101 700 電子版あり

２８ 二分間の冒険（偕成社文庫） 岡田淳∥著　太田大八

∥絵

偕成社 9784036518807 800 電子版あり

２９ ハイジ（福音館古典童話シ

リーズ）

J.シュピーリ∥作　矢

川澄子∥訳

福音館書店 9784834004397 2,300

３０ はるかな国の兄弟（岩波少年

文庫）

アストリッド・リンド

グレーン∥作　大塚勇

三∥訳

岩波書店 9784001140859 800

３１ バレエシューズ（世界傑作童

話シリーズ）

ノエル・ストレト

フィールド∥著　朽木

祥∥訳　金子恵∥画

福音館書店 9784834084382 2,400

３２ バンビ（福音館古典童話シ

リーズ）

フェーリクス・ザルテ

ン∥作　酒寄進一∥訳

ハンス・ベルトレ∥画

福音館書店 9784834085983 1,800

３３ 不思議の国のアリス（岩波少

年文庫）

ルイス・キャロル∥作

脇明子∥訳

岩波書店 9784001140477 700 電子版あり

３４ ふたりのロッテ（岩波少年文

庫）

ケストナー∥作　池田

香代子∥訳

岩波書店 9784001141382 660 電子版あり

３５ ぽっぺん先生の日曜日（岩波

少年文庫）

舟崎克彦∥作 岩波書店 9784001140705 680 電子版あり

３６ マチルダは小さな大天才（ロ

アルド・ダールコレクショ

ン）

ロアルド・ダール∥著

クェンティン・ブレイ

ク∥絵　宮下嶺夫∥訳

評論社 9784566014251 1,400

３７ ミス・ビアンカくらやみ城の

冒険（岩波少年文庫）

マージェリー・シャー

プ∥作　渡辺茂男∥訳

岩波書店 9784001142334 700 シリーズ

３８ ムギと王さま（岩波少年文

庫）

ファージョン∥作　石

井桃子∥訳

岩波書店 9784001140828 720 シリーズ

電子版あり

3／4



タイトル 責任表示 出版者 ISBN

本体価格

（2022年

3月調

べ）

備考

３９ モモ　時間どろぼうとぬすま

れた時間を人間にかえしてく

れた女の子のふしぎな物語

（岩波少年少女の本）

ミヒャエル・エンデ∥

作　大島かおり∥訳

岩波書店 9784001106879 1,700

４０ やぎと少年（岩波の愛蔵版） I.B.シンガー∥作　M.

センダック∥絵　工藤

幸雄∥訳

岩波書店 9784001108477 2,000

４１ 床下の小人たち（岩波少年文

庫）

メアリー・ノートン∥

作　林容吉∥訳

岩波書店 9784001140620 680 シリーズ

電子版あり

４２ 若草物語（福音館古典童話シ

リーズ）

L.M.オールコット∥作

矢川澄子∥訳　T.

チューダー∥画

福音館書店 9784834001600 2,300

４３ ワンダー R.J.パラシオ∥作　中

井はるの∥訳

ほるぷ出版 9784593534951 1,500 シリーズ

電子版あり
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