
ブックトーク祭り A 

あなたの身近にアートの世界 

 

2021年７月３０日  

小学校高学年向け 

 

 

 

○「小石投げの名人タオ・カム」（ラオスの昔話） 

『子どもに語るアジアの昔話２』松岡享子訳 こぐま社 

 

●『ふしぎなまちのかおさがし』  

阪東勲写真・文 岩崎書店  

 

◎『雪の写真家ベントレー』  

ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン作 千葉茂樹訳 BL 出版 

 

● Snow Crystals 

W.A. Bentley and W.J. Humphreys  Dover Publications 

 

○『モギ ―ちいさな焼きもの師』  

リンダ・スー・パーク著 片岡しのぶ訳 あすなろ書房 

 

●『クローディアの秘密』  

E・L・カニグズバーグ作 松永ふみ子訳 岩波書店 

 

 

 

（公財）東京子ども図書館 

小野寺愛美 

 



『ちいさな労働者――写真家ルイス・ハインの目がとらえた子どもたち』

　　ラッセル・フリードマン著　千葉茂樹訳　あすなろ書房　1996

『ジェーン・アダムスの生涯』

　　カーラ・イングラム・ジャッドソン著　村岡花子訳　岩波書店　1953

『孔雀のパイ』　ウォルター・デ・ラ・メア著　まさきるりこ訳

　　エドワード・アーディゾーニ絵　瑞雲舎　1997

　朗読 p.16「だれか」（原題 Some one）

Peacock Pie by Walter de la Mare, il. by Barbara Cooney, Alfred A. Knopf. 1961

『人間の歴史の物語』上・下　

　　ヘンドリック・ヴァン・ローン作　日高六郎・日高八郎訳　岩波書店　1952

The Story of Mankind  by Hendrik Willem van Loon, Boni&Liveright. 1921

『ねこネコねこの大パーティー』

　　エスター・アベリル作　佐藤亮一訳　旺文社　1979

ほかに言及したもの

First among Equals: Caroline M. Hewins and Anne C. Moore 
　by Sybille A. Jagusch, 1990 

Miss Moore Thought Otherwise: How Anne Carroll Moore Created Libraries for 
Children　by Jan Pinborough, il. by Debby Atwell. Houghton Mifflin Harcourt, 2013
『図書館に児童室ができた日――アン・キャロル・ムーアのものがたり』

　ジャン・ピンボロー文　デビー・アトウェル絵　張替惠子訳　徳間書店　2013

「セント・ニコラス・マガジン」St. Nicholas Magazine founded by Scribner's in 1873

『銀のスケート――ハンス・ブリンカーの物語』メアリー・メイプス・ドッジ作

　　石井桃子訳　ヒルダ・ファン・ストックムさし絵　岩波書店　1952

『小公子』フランセス・ホッジソン・バーネット作　吉田甲子太郎訳

　古茂田守介さし絵　岩波書店　1954

『シナの五にんきょうだい』クルト・ヴィーゼえ　クレール・H・ビショップぶん

　いしいももこやく　福音館書店　1961

『すえっ子のルーファス』　　エレナー・エスティス作　渡辺茂男訳　岩波書店　1995

2021.7.30　ブックトーク祭り A回

『児童図書館の先駆者たち』刊行記念

Booktalk for young and old adults

アンをめぐる人々、そして本……

東京子ども図書館　張替惠子



2021.7.30 ブックトーク祭り B 回 

 床井文子 

対象：小学３年生 

 

 

Booktalk  木はいいなあ 

 

 

「たぬき学校」           今井誉次郎 著 講学館 

「五感で調べる木の葉っぱずかん」  林将之 著 ほるぷ出版 

「やかまし村の子どもたち」  

アストリッド・リンドグレーン 作 大塚勇三 訳 岩波書店 

「遊んで、遊んで、遊びました」 

シャスティーン・ユンググレーン 著 うらたあつこ 訳 ラトルズ 

「リンゴの木の上のおばあさん」  

ミラ・ローベ 作 塩谷太郎 訳 岩波書店 

「木はいいなあ」  

ユードリィさく シーモントえ さいおんじさちこ やく 偕成社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京子ども図書館 



『月へ　アポロ11号のはるかなる旅』

『クローディアの秘密』

『おじいちゃんとの最後の旅』

『タチ　― はるかなるモンゴルをめざして』

ブライアン・フロッカ 作／絵　日暮雅通 訳　偕成社

Ｅ．Ｌ.カニグズバーグ 作　松永ふみ子 訳　岩波書店

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

ジェイムズ・オールドリッジ 作　中村妙子 訳　評論社

いざ行け、脱出大作戦！

池添トモ子

6年生のみなさんへ

ブックトーク祭り 2021.7.30  B 回



それって、ほんとう？ 

対象：小学校 6年生 

『千変万化に描く北斎の富嶽三十六景』 大久保純一著 小学館  

『北斎の絵本―富士山みえた～！！』（小学館あーとぶっく 15）結城昌子構成・文 小学館 

『葛飾北斎』（おはなし名画シリーズ）西村和子構成・文 小澤弘監修 博雅堂出版  

 

『クローディアの秘密』 E・L・カニグズバーグ文・絵 松永ふみ子訳 岩波書店  

『クローディアの秘密』（岩波少年文庫） 

 E・L・カニグズバーグ文・絵 松永ふみ子訳 岩波書店  

 

『世界あちこち ゆかいな家めぐり』（たくさんのふしぎ傑作集） 

小松義夫文・写真 西山晶絵 福音館書店  

『地球人記』 小松義夫著 福音館書店 

 

『ミミズが鳴くってほんとう？』（調べるっておもしろい！） 

谷本雄治著 山口太一マンガイラスト アリス館  

 

『海辺の宝もの』 ヘレン・ブッシュ著 鳥見真生訳 佐竹美保画 あすなろ書房  

『海辺のたから』ヘレン・ブッシュ作 沢登君恵訳 横溝英一さしえ ぬぷん児童図書出版 

 

おまけ 『それ ほんとう？』 松岡享子さく 長新太え 福音館書店  

 

 

2021.7.31 ブックトーク祭り C回 

（公財）東京子ども図書館 

清水千秋 



 

 

 

ブックトーク 

ためしてみなけりゃ、わからない 

                  

土屋智子 

（高校生～おとな対象） 

 

 

 

『ロケット・ボーイズ』上・下  ホーマー・ヒッカム・ジュニア著 

武者圭子訳 草思社 

 

 

『数の悪魔』  ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー著 

ロートラウト・ズザンネ・ベルナー絵 

丘沢静也訳 晶文社 

 

 

『ぼくらはガリレオ』   板倉聖宣著  岩波書店 

 

 

 

 

2021 年 7 月 31 日 ブックトーク祭り C 回 

東京子ども図書館 

 

 



2021 年度ブックトーク祭り D 回 

 

 

ブックトーク 

宝 

 

杉山きく子 

対象：小学校 6 年生 

 

 

『ハヤ号セイ川をいく』      

フィリパ・ピアス作 足沢良子訳 講談社 

 

『宝さがしの旅』 

スティーヴン・ビースティー絵 メレディス・フーパー文 

山田順子訳 岩波書店 

 

『ペニーの日記読んじゃだめ』 

ロビン・クライン作 アン・ジェイムズ絵 安藤紀子訳 偕成社 

 『ペニーの手紙「みんな、元気？」』 

 

『ぼくのコレクション 自然のなかの宝さがし』 

盛口満文・絵 福音館書店 

 

『お江戸の百太郎 秋祭なぞの富くじ』 

那須正幹作 長野ヒデ子画 岩崎書店 

 『お江戸の百太郎』 ほか 

 

「聞き耳ずきん」 

『子どもに語る日本の昔話２』 稲田和子、筒井悦子著 こぐま社 

 

 

 

2021．7．31 

東京子ども図書館 



ブックトーク 

「かちかち山に針 2本――答はなんだ？」 

                  

小林いづみ 

（中学生対象） 

 

『ガラスのくつ』（ファージョン作品集７） 

エリナー・ファージョン作 石井桃子訳 岩波書店 

『世界むかし話 フランス・スイス』 八木田宣子訳 ほるぷ出版 

『シンデレラの時計――人びとの暮らしと時間』（ポプラ・ノンフィクションBOOKS2） 

角山榮著 ポプラ社 

『メアリー・スミス』 アンドレア・ユーレン作 千葉茂樹訳 光村教育図書 

『さがしています』 アーサー・ビナード作 岡倉禎志写真 童心社 

寄贈者：2～3p（時計）濱井徳三、6～7p（弁当箱）渡辺茂、18～19p（革靴）横田靖子 

『シェパートン大佐の時計』 フィリップ・ターナー作 神宮輝夫訳 岩波書店 

 『ハイ・フォースの地主屋敷』 フィリップ・ターナー作 神宮輝夫訳 岩波書店 

 『シー・ペリル号の冒険』 フィリップ・ターナー作 神宮輝夫訳 岩波書店 

『なぞなぞの本』 福音館書店編集部編 福音館書店 

 

 

 

2021 年 7 月 31 日 ブックトーク祭り D 回 

東京子ども図書館 
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