
タイトル 作者 出版社

● 赤いおおかみ F.K.ｳﾞｪﾋﾀｰ/作 古今社

● 赤いろうそくと人魚 小川 未明/作　たかし たかこ/絵 偕成社

● あなたがもし奴隷だったら ｼﾞｭﾘｱｽ･ﾚｽﾀｰ/文　ﾛｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ/絵 あすなろ書房

● ありがとう、フォルカーせんせい ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾎﾟﾗｯｺ/作・絵 岩崎書店

● アンジュール ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ･ﾊﾞﾝｻﾝ/作 ＢＬ出版

● 海のいのち 立松 和平/作　伊勢 英子/絵 ポプラ社

● 街のいのち 立松 和平/作　横松 桃子/絵 くもん出版

● いわたくんちのおばあちゃん 天野 夏美/作・絵 主婦の友社

● エリカ　奇跡のいのち ﾙｰｽ･ﾊﾞﾝﾀﾞｰ･ｼﾞｰ/文　ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｲﾝﾉﾁｪﾝﾃｨ/絵 講談社

● おうさまのおひっこし 牡丹 靖佳/作 福音館書店

● 大いなる河の流れ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾊﾞｯｸ/著 あすなろ書房

● おおきな木 ｼｪﾙ　ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ/作 あすなろ書房・篠崎書林

● 大きな木のような人 いせ ひでこ/作 講談社

● おこんじょうるり さねとう あきら/作　井上 洋介/絵 理論社

● おじいさんの旅 ｱﾚﾝ　ｾｲ ほるぷ出版

● おじいちゃんがおばけになったわけ ｷﾑ　ﾌｫｯﾌﾟｽ　ｵｰｶｿﾝ/文　ｴｳﾞｧ　ｴﾘｸｿﾝ/絵 あすなろ書房

● オットー　戦火をくぐったテディベア ﾄﾐｰ･ｳﾝｹﾞﾗｰ/作 評論社

● おにいちゃんが病気になったその日から 佐川 奈津子/文　黒井 健/絵 小学館

● オールド・ブルー ﾒｱﾘｰ･ﾃｲﾗｰ/作 さえら書房

● 悲しい本 ﾏｲｹﾙ･ﾛｰｾﾞﾝ/作　ｸｳｪﾝﾃｨﾝ・ﾌﾞﾚｲｸ/絵 あかね書房

● 彼の手は語りつぐ ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾎﾟﾛｯｺ/作 あすなろ書房

● 祇園精舎 山本 孝/絵 ほるぷ出版

● キツネ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲﾙﾄﾞ/文　ﾛﾝ･ﾌﾞﾙｯｸｽ/絵 ＢＬ出版

● きみたちにおくるうた 　－むすめたちへの手紙 ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ/文　　ﾛｰﾚﾝ･ﾛﾝｸﾞ/絵 明石書店

● ギルガメシュ王ものがたり ﾙﾄﾞﾐﾗ･ｾﾞｰﾏﾝ/文・絵 岩波書店

● 木を植えた男 ｼﾞｬﾝ･ｼﾞｵﾉ/原作　ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾊﾞｯｸ/絵 あすなろ書房

● キング牧師の力づよいことば ﾄﾞﾘｰﾝ･ﾗﾊﾟﾎﾟｰﾄ/文　ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｺﾘｱｰ/絵 国土社

● 賢者のおくりもの ｵｰ･ﾍﾝﾘｰ/文　ﾘｽﾍﾞｰﾄ･ﾂｳﾞｪﾙｶﾞｰ/画 富山房

● 地雷ではなく花をください 柳瀬 房子/文　葉 祥明/絵 自由国民社

● 水曜日の本屋さん ｼﾙｳﾞｨ　ﾈｰﾏﾝ/文　ｵﾘｳﾞｨｴ　ﾀﾚｯｸ/絵 光村教育図書

● ストライプ ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｼｬﾉﾝ/作：絵 セーラー出版

● せかいでいちばんつよい国 ﾃﾞﾋﾞｯﾄ　ﾏｯｷｰ/作 光村教育図書

● ぜつぼうの濁点 原田 宗典/作　柚木 沙弥郎/絵 教育画劇

● 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ  [ムヒカ∥述] くさば よしみ∥編 中川 学∥絵 汐文社

中学生向け読み聞かせリスト

※ご利用の館に所蔵がない場合、または貸出中の場合はお手数ですが予約をお願いします。
絶版等で購入不可の図書もございますのでご了承ください。
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タイトル 作者 出版社

中学生向け読み聞かせリスト

● その手に1本の苗木を ｸﾚｱ･A・ﾆｳﾞｫﾗ/作 評論社
● たいせつなこと ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ/作　ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾜｲｽｶﾞｰﾄﾞ/絵 フレーベル館
● つみきのいえ 加藤 久仁生/絵　平田 研也/文 白泉社
● ツルとタケシ 儀間 比呂志/文・絵 清風堂書店
● とどまることなく ｱﾝ･ﾛｯｸｳｪﾙ/作　ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ｸﾘｽﾃｨ/絵 国土社
● なきすぎてはいけない  内田 麟太郎∥作 たかす かずみ∥絵 岩崎書店
● 西風号の遭難 C.V.ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ/絵・文 河出書房新社
● バスラの図書館員 ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｳｨﾝﾀｰ/文・絵 晶文社
● はっぴいさん 荒井 良二 偕成社
● ピーボディ先生のりんご ﾏﾄﾞﾝﾅ/作　ﾛｰﾚﾝ　ﾛﾝｸﾞ/絵 ホーム社
● ひらがなにっき 若一の絵本制作実行委員会∥文　長野 ヒデ子∥絵 解放出版社
● 富士山うたごよみ 俵 万智/短歌　文 福音館書店
● ヘンリー・ブラウンの誕生日 ｴﾚﾝ･ﾚｳﾞｧｲﾝ/作　ｶﾃﾞｨｰﾙ･ﾈﾙｿﾝ/絵 鈴木出版
● ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか ﾏﾗﾗ　ﾕｽﾌｻﾞｲ/[述] ポプラ社
● ボクは、なんにもならない さとみ きくお/文 しんどう けいこ/絵 美術出版社

● 絵本星新一ショートショート
星 新一∥原作
外山 光男∥絵 田辺 富士男∥絵 パンタグ

角川書店

● ほんとうのことをいってもいいの？ ﾊﾟﾄﾘｼｱ．C・ﾏｷｻｯｸ/文　　ｼﾞｾﾞﾙ･ﾎﾟﾀｰ/絵 ＢＬ出版
● ヤクーバとライオンⅠ　勇気 ﾃｨｴﾘｰ･ﾃﾞﾃﾞｭｰ/作 講談社
● ヤクーバとライオンⅡ　信頼 ﾃｨｴﾘｰ･ﾃﾞﾃﾞｭｰ/作 講談社
● 勇気 ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ　ｳｪｰﾊﾞｰ/作 ユーリーグ
● よみのくに まつたに みよこ/文　たしま せいぞう/絵 国土社
● ラヴ・ユー・フォーエバー ﾛﾊﾞｰﾄ　ﾏﾝﾁ/作　梅田 俊作/絵 岩崎書店
● ルリユールおじさん いせ ひでこ/作 講談社・理論社
● わたしいややねん 吉村 敬子/文 　松下 香住/絵 偕成社
● ゴンダールのやさしい光 みなみ ななみ/文　葉 祥明/絵 自由国民社

● にいさん いせ ひでこ/作 偕成社

● コルチャック先生 トメク・ボガッキ/作 講談社

● おじいさんとヤマガラ（3・11） 鈴木 まもる/作・絵 小学館

● ぶどう酒びんのふしぎな旅 アンデルセン/原作　藤城 清治/影絵 講談社

● はじまりの日 ボブ・ディラン/作　ポール・ロジャース/絵 岩崎書店

● ぼくの図書館カード ウイリアム・ミラー/文　グレゴリー・クリスティ/絵 新日本出版社

● ボクがベルナのめになるよ!（盲導犬） ぐんじ　ななえ/作　絵：ひだか やすし/絵 ハート出版

● でもわたし生きていくわ コレット　ニース=マズール/作　エステル　メーンス/絵 文溪堂

※ご利用の館に所蔵がない場合、または貸出中の場合はお手数ですが予約をお願いします。
絶版等で購入不可の図書もございますのでご了承ください。
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