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JBBY（日本国際児童図書評議会）の推薦図書一覧

１)　赤ちゃん絵本

『いないいないばあ』 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社

『いい　おかお』 松谷みよ子・瀬川康男 童心社

『ぴょーん』 まつおかたつひで ポプラ社

『おつきさまこんばんは』 林明子 福音館書店

『じゃあじゃあびりびり』 まついのりこ 偕成社

『ばいばい』偕成社 まついのりこ　 偕成社

『いないいないばあのえほん』 安野光雅 童話屋

『もこもこもこ』　 谷川俊太郎・元永定正 文献出版

『りんご』 松野正子　鎌田暢子 童心社

『だーれだだれだ』 きむらゆういち・せべまさゆき　 小学館

『プレゼントはなあに？』 きむらゆういち・長野ヒデ子　 小学館

『ころころにゃーん』　 長新太　０・１・２・シリーズ 福音館

２）幼児・幼稚園・保育園

『フリードリヒばあさん』　 ハインツ・ヤーニッシュ文　ヘルガ・バンシュ絵　関口裕昭訳 光村教育図書

『がちょうのペチューニア』 ロジャー・デュボワザン作　まつおかきょうこ訳 冨山房

『せんたくかあちゃん』 さとうわきこ 福音館書店

『すいかのたね』 さとうわきこ 福音館書店

『エルマーのぼうけん』　 福音館書店

『いやいやえん』 中川季枝子 福音館書店

『１１ぴきのねこ』 馬場のぼる こぐま社

『へんなどうつぶ』 ワンダ・ガアグ　渡辺茂男 瑞雲舎

『木をかこう』 ブルーノ・ムナーリ作　須賀敦子訳 至光社

『おやすみなさいのほん』 ブラウン作　シャロー絵　いしい・ももこ訳 福音館書店

『てぶくろがいっぱい』 フローレンス・スロボトキン　ルイス・スロボトキン絵　三原　泉訳　 偕成社

『どっちのてにはいっているか』 新井洋行　　 偕成社

『まる　まる　まるのほん』　 エルヴェ・テュレ　,谷川 俊太郎訳　 ポプラ社

『わたしのワンピース』　 にしまきかよこ　 こぐま社

『あおいふうせん』 ミック・インクペン　角野栄子訳　 小学館

『そらまめくんのぼくのいちにち』 なかやみわ作　 小学館

『パンやのろくちゃん　でんしゃにのって』 長谷川義史作　 小学館

『にんじんさんがじゃかじゃかじゃん』　 作・長野ヒデ子　 世界文化社

３）小学校低・中学年

『大どろぼうホッツェンプロッツ』 オットフリート・プロイスラー著　中村浩三訳 偕成社

『ぺちゃんこスタンレー』 ジェフ・ブラウン文　トミー・ウンゲラー絵　さくまゆみこ絵

『のはらうた』のシリーズ 工藤直子 童話屋

『おっと合点承知之助』 齋藤孝・つちだのぶこ ほるぷ出版

『ざわざわ森のがんこちゃん』シリーズ8冊 末吉暁子 講談社

『きつねのフォスとうさぎのハース』シリーズ シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ
テー・チョンキン絵 野坂悦子訳

岩波書店

『おともださにナリマ小』 たかどのほうこ フレーベル館

『せいめいのれきし』 バートン文・え　いしい・ももこ訳  岩波書店

『さよならをいえるまで』 M.ワイルド文　F.ブラックウッド絵  石崎洋司訳 岩崎書店

『てんぷら　ぴりぴり』 まど・みちお 大日本印刷

『さくら』 長谷川摂子　矢間芳子　 福音館書店

『りんごとちょう』 イエラ・マリ　エンゾ・マリ ほるぷ出版

『たねのずかん』 高森登志夫 福音館書店

『ウルスリのすず』 ゼリーナ・ヘンツ文　アロイス・カリジェ絵　大塚勇三訳　 岩波書店

『ねむりひめ』グリム童話　 フェリクス・ホフマン　瀬田貞二訳　 福音館書店

『チェブラーシカ』 エデゥアルド・ウスペンスキー原作　こじまひろこ作やまちかずひろ訳　 小学館

『チャレンジ　ミッケ！⑦』 ウォルター・ウィック作　糸井重里訳　 小学館

『まさかりドンがさあたいへん』　 作・かこさとし　 小峰書店

『1ねん１くみのいちにち』　 作・川島敏生　　　 アリス館

『すっすっはっはっ　こ・きゅ・う』　 作・長野麻子　 童心社
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４）小学校高学年

『種をまく人』 ポール・フライシュマン作　片岡しのぶ訳 あすなろ書房

『ローワンと魔法の地図』 エミリー・ロッダ著　さくまゆみこ訳 あすなろ書房

『空へつづく神話』 富安陽子 偕成社

『それいけズッコケ三人組』シリーズ 那須正幹 ポプラ社

『メネッティさんのスパゲッティ』 ケース・レイブラント文　カール・ホランダー絵　野坂悦子 BL出版

『青いチューリップ』シリーズ 新藤悦子 講談社

『放課後の時間割』 岡田淳 偕成社

『だれも知らない小さな国』 佐藤さとる 講談社

『海と灯台の本』 マヤコフスキー作 ポクロフスキー絵　松谷さやか訳 新教出版社

『木をかこう』 ブルーノ・ムナーリ作　須賀敦子訳　　 至光社

『ナルニア国物語』全7巻　 C・S・ルイス　 岩波書店

『あしながおじさん』 Ｊ・ウェブスター　坪井郁美訳 福音館書店　

『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

『フォトポエム絵本　おはつ』 工藤直子作、ネイチャー・プロダクション写真　 小学館

『プーさんの森にかえる』 デイヴィッド・ベネディクタス文、マーク・バージェス絵、こだまともこ訳　 小学館

『ひらがなにっき　』 作・若一絵本製作実行委員会　長野ヒデ子　 解放出版

『新やじきた道中記　全２巻　』　 作・長谷川町子　　 姉妹社

５）中学生

『はみだしインディアンのホントにホントの物語』 シャーマン・アレクシー著　さくまゆみこ訳　 小学館

『ピーティ』 ベン・マイケルセン著　千葉茂樹訳 鈴木出版

『フュージョン』 濱野京子 講談社

『ナルニア国物語』（全7巻） C・S・ルイス 岩波書店

『ホビットの冒険』 トールキン 岩波書店

『穴』 ルイス・サッカー　幸田敦子訳 講談社

『１４歳の君へ』 池田晶子著 毎日新聞社

『これからの「正義」の話をしよう』 マイケル・サンデル著 鬼澤忍訳 早川書房

『よこしまくん』 大森裕子　 偕成社

『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・ブレーク絵　宮下嶺夫訳　 評論社

『一瞬の風になれ』１・２・３ 佐藤多佳子 講談社

『四月の野球』　 ギャリー・ソト作　神戸万知訳 理論社

『春の日や庭に雀の砂あびて』Ｅ・Ｊ・キーツの俳句絵本　リチャード・ルイス編　いぬいゆみこ訳　キーツ絵　 偕成社

『靴を売るシンデレラ』　 ジョーン・バウアー作　灰島かり訳　 小学館

『カムイ外伝　全１１巻　』） 作・白土三平  小学館文庫

『バリスタ少女の恋占い』　 クリスティーナ・スプリンガー作　代田亜香子訳 小学館

『もりのいのち』 作・小寺卓矢　 アリス館

6)紙芝居

『てんとうむしのテム』 脚本・画　得田之久　 童心社

『たべられたやまんば』 脚本・松谷みよ子　画・二俣英五郎　 童心社

『あひるのおうさま』 脚本・堀尾青史　画・田島征三　 童心社

『おおきくおおきくおおきくなあれ』　　 脚本・画 まついのりこ　 童心社

『みんなでぽん！』 脚本・画 まついのりこ　 童心社

『やさしいまものバッパー』　　 脚本・野坂悦子　画・降矢なな　 童心社

『へんしーん』　 脚本・画 松井エイコ　 童心社

『ふうちゃんのそり』　 脚本・神沢利子　画・梅田俊作　 童心社

『ロボット・カミイ（ちびぞうのまき）』　 脚本・古田足日　画・田畑精一　 童心社

『がんばれ　きょうりゅうぼうや』　　 脚本・画 黒川光広　 童心社

『ぶたのいつつご』　 脚本・画　高橋五山　 童心社

『ごきげんのわるいコックさん』　　 脚本・画　まついのりこ　 童心社

『こてんぐちゃん』　 脚本・画　長野ヒデ子　 童心社

『ほねほねまんのさかなつり』　　 脚本・ときわひろみ　画・やべみつのり　 童心社

『でんしゃがくるよ』　 脚本・画　とよたかずひこ　 童心社

『したきりすずめ』　　 脚本・松谷みよ子　　　画・堀内誠一 童心社

『おひさまにこにこ』　 脚本・まどみちお　画・長野ヒデ子 童心社

『みんなでたいそう』　 脚本・新沢としひこ　長谷川義史　 童心社

『あなからみえるよ』　　 脚本・画　古川タク 教育画劇 教育画劇

『へっこきよめ』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚本・香山美子　画・川端誠 教育画劇

『もちもちの木』　　　　 原作・斎藤隆介　脚本・画　諸橋精光 鈴木出版
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