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もくじ

　子どもたちは、読書をすることにより、様々な作品に出会い、その中で喜びや悲し
みを体験しながら、命あるものへの優しさ、困難に立ち向かう勇気、自立心などの
豊かな心を育んでいきます。また、言葉を覚え、読解力、思考力、表現力、創造
力などの力を身に付けていきます。
　八重畑小学校では、読書に親しみ、読書を楽しむ子どもが育つことを願って、全
校朝読書や学年ごとの目標冊数読破の取り組みを進めています。毎週金曜日には、
読書ボランティア「アインブーフ」の皆さんから読み聞かせをしていただいております。
昨年度からは、毎月第3日曜日（家庭の日）、夏休み、冬休みを中心に、親子読書
にも取り組んでいます。
　この親子読書用の本として選んだ155冊について、紹介しているのがこの冊子で
す。この冊子は、全校のみなさんとおうちの方が書いた読書紹介文をまとめたもので
す。アインブーフのみなさんも先生方も書いています。これを読めば、1冊1冊の楽
しさやおもしろさが分かります。
　紹介されている本は、親子で気軽に楽しく読むことができるように、絵本や短編集
を多く選んでいます。また、続きを楽しみに読めるシリーズ物の本や声に出して読む
と楽しい本なども選んでいます。
　各家庭では、親子で1年生から6年生までのおすすめの本のページをめくりなが
ら、お気に入りの本をさがしてみてください。きっと、次はこれを読んでみようという
本が見つかるでしょう。
　この冊子を手がかりに、親子で読書をすることにより、さらに読書の世界が広がっ
ていくことを願っています。

親子で読書の世界を広げよう

1年生がおすすめするほん
2年生がおすすめする本
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低10

佐々木　慧（ささきけい）　佐々木　都
「あきはびっくりすることがいっぱいだぞ！」とお
父さんにいわれたまめうしたちは、さくらの木の
下に行ったり、かきの木の下に行ったりしてびっ
くりすることばかり･･･。いったいまめうしたちは
どんなびっくりたいけんをしたのでしょう･･･。

まめうしのびっくりなあき
◎作・絵　あきやまだだし　
◎出版社・PHP 研究所

低13

教職員　堀田郁子（ほったいくこ）

かおるくんがみつけた、どんどん大きくなるふしぎな
ながぐつ。大きくなるだけではなく、かおるくんがは
いてみると、ながぐつとかおるくんの体が、どんどん
きえていく。かおるくんの体が、はいるくらい大きくなっ
たながぐつがどうなるかは、よんでみてのおたのしみ。

ふしぎなふしぎなながぐつ
◎文・佐藤さとる　◎絵・むらかみつとむ
◎出版社・偕成社

低16

教職員　松村良子（まつむらりょうこ）

しあわせってなに？どんなにすてきなものをもってい
ても、だれにもほめてもらえなければなんのやくにも
たたない。あたえることは、あたえられること。よん
だあとになんだか心がほんわかあったかくなってく
る本です。にじいろのさかなはシリーズででています。

にじいろのさかな
◎作・マーカス・フィスター　
◎出版社・講談社

低11

教職員　村上美和子（むらかみみわこ）

おにたは気のいい、やさしいおにです。そのや
さしさに心をうたれました。おにたのようなおに
だったら、家にいてもらってもいいなあ。会って
みたいなあ。今年のまめまきには、おにたのこと
を思い出しそうです。ふくはうち、おにはそと・・・。

おにたのぼうし
◎文・あまんきみこ　◎絵・いわさきちひろ
◎出版社・ポプラ社

低14

アインブーフ　小原康子（おばらやすこ） 
粉屋の末息子が父の形見にもらったのは、猫一匹だけ。
猫は「ご主人のため」と長ぐつをはいて何やら始めま
す。計画はうまくいき、息子は広い領地とお城を手に
入れ、お嫁さんも――。飼い主への恩返しに、知恵と
勇気と誇りを忘れなかった猫の気持ちは立派ですね。

長ぐつをはいたねこ
◎文・絵・ハンス・フィッシャー
◎出版社・福音館書店

低17 にじいろのさかなしましまをたすける！
◎作・マーカス・フィスター　
◎出版社・講談社

低12

教職員　堀田郁子（ほったいくこ）

この本をばらして、かおるくんの「大きな木」にして
みたいと思うお話です。かおるくんがいろいろ考えた
「大きな木」、ゆめがひろがります。のぼってみたくな
ります。かおるくんが、おとうさんといっしょにうえ
たほんとうの木が、大きくなる日が楽しみです。

おおきなきがほしい
◎文・佐藤さとる　◎絵・むらかみつとむ
◎出版社・偕成社

低15

アインブーフ 髙橋由美子（たかはしゆみこ）

穴の中に落ちてしまった犬のろくべえを、小さな子
供達がどうやって助けようか考えます。大人にたの
んでも何もしてくれず、大人はあてにできないと思
い、自分達の力でなんとか助けようとあれこれ考え
る姿に、思わずガンバレ！と応援したくなります。

ろくべえまってろよ
◎作・灰谷健次郎　◎絵・長　新太
◎出版社・文研出版

アインブーフ
のおすすめ

アインブーフ
のおすすめ

低 1 ともだちや
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 4 あしたもともだち
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 7

晴山雄稀（はれやまゆうき）　晴山裕子
この本は、ケンカをしたイノシシとイタチがなか直り
できるように、主人公のオオカミとキツネががんばる
お話です。その方法が、いらない友達をひきとる「ひ
きとりや」です。最後には、友達はとても大事で、み
んなで遊ぶことは楽しいことだと教えてくれる本です。

ともだちひきとりや
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 2 ともだちくるかな
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 5

大釜海輝（おおがまかいき）　大釜寿和
オオカミはいじっぱりで、「おおきい魚をつろう。」
とキツネにいったけど、なかなかつれません。キ
ツネが魚じゃなく、自然にできた夕日を大物がつ
れたというところが、印象にのこりました。

ありがとうともだち
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 8

小原寛燿（おばらともあき）　小原純子
この本のおすすめは、けんかをした時のなかな
おりのほうほうがとてもかわいいところです。え
もカラフルで、いろんないろのヘビにであえてた
のしいです。

ともだちおまじない
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 3

伊藤悠治（いとうゆうじ）　伊藤喜榮治
けんかをしたキツネとオオカミが、みっかめにな
かなおりをするところがとてもいいです。「ごめ
んなさい。」とキツネとオオカミがおたがいにいっ
て、ほんとうのともだちとして、たのしくあそぶ
ところが、うれしそうです。

ごめんねともだち
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 6

佐藤若奈（さとうわかな）　佐藤佳世子
へびには、ともだちがいなくてさびしそうでした。
さびしいゆめもみました。でもさいごは、おおか
みときつねと、ともだちになりました。かなしく
て、たのしくて、おもしろいほんでした。

あいつもともだち
◎作・内田麟太郎　◎絵・降矢なな
◎出版社・偕成社

低 9

晴山夢月（はれやまゆづき）　晴山英樹
きせつのかわりめには、においのへんかがありま
す。みんなにもそれをかんじてほしいとおもう、
たのしい本でした。ぜひ、みなさんもよんでみ
てください。

まめうしのももいろのはる
◎作・絵あきやまだだし　
◎出版社・PHP 研究所

1年生がおすすめする本

先生の
おすすめ

先生の
おすすめ

先生の
おすすめ

低14

佐々木真里奈（ささきまりな） 佐々木朋子
粉屋には、むすこが３人いて、それぞれもちものが
ありました。末っこはねこをもらいました。そのねこ
はとても頭がよく、王さまに気にいられました。ねこ
が大男をライオンにしたりねずみにしたりします。最
後にねこは、長ぐつとおさらばすることになります。

長ぐつをはいたねこ
◎文・絵・ハンス・フィッシャー
◎出版社・福音館書店

先生の
おすすめ

よんだ本には　　にいろをぬりましょう。
おやこで何さつよめるでしょう？
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低27

杉原真菜（すぎはらまな）　杉原真由美
そらまめくんのたからものは、ふわふわでわたのよう
にやわらかいベッドです。ところがある日、そのベッ
ドがなくなってしまい、そらまめくんはびっくり！じ
つは、うずらがそらめくんのベッドにたまごをうんで
いたのです･･･。うれしい気もちになるえほんです。

そらまめくんのベッド
◎作・絵　なかやみわ
◎出版社・福音館書店

低26

小原楓香（おばらふうか）　小原友子
そらまめくんが、たんぽぽのわたげでふわふわのベッドを
つくり、みんなに見せようとしましたが、雨でながされてし
まいました。そらまめくんはがっかりしましたが、にじを見
つけてみんなでとろうと楽しくあそびました。にじをとろう
としたとき、池におちたところがおもしろかったです。

そらまめくんのぼくのいちにち
◎作・絵　なかやみわ
◎出版社・福音館書店

低28

佐藤　蓮（さとうれん）　佐藤久美子
そらまめくんは、さいしょは自分のベッドがぬれるのを
いやがっていました。でも、まいごになっていためだか
の子のために、自分のベッドに水を入れて水たまりから
小川まではこんであげました。やさしいそらまめくんの
おかげで、めだかの子が小川にかえってよかったです。

そらまめくんとめだかのこ
◎作・絵　なかやみわ
◎出版社・福音館書店

低30

髙橋ひかる（たかはしひかる）　髙橋宏子
「へんしんトンネル」は、言葉あそびの本です。同
じ言葉を続けて口にすると、思いがけない言葉が隠
されている事に気付きます。その発見が楽しいです
ね。みんなで一緒に大きな声で読むことをおすすめ
します。いつの間にかみんなで笑ってしまいます。

へんしんトンネル
◎作・絵　あきやまただし
◎出版社・金の星社

低29

教職員　千葉智子（ちばともこ）

実際には生きものでない「ふるやのもり」がどろぼ
うとおおかみの想像の世界でどんどんふくらんで、
おそろしいばけものになりました。子馬を手に入れ
ようというはじめの目的はすっかり忘れ、どろぼう
もおおかみも必死で逃げ回る様子が滑稽でした。

ふるやのもり
◎作・瀬田貞三　◎絵・田島征三　
◎出版社・福音館書店

低31 へんしんトイレ
◎作・絵　あきやまただし
◎出版社・金の星社

低33

晴山涼香（はれやますずか）　晴山和美
この本は、トンネルをくぐるとオバケにへんしん
するお話です。オシャレなやぎがトンネルをくぐ
ると、へんなオバケにへんしんしました。目が４
つ、はなのあな４つ、上のは２本、下のは10本
です。いっしょによんで楽しかったです。

へんしんオバケ
◎作・絵　あきやまただし
◎出版社・金の星社

低32

杉原怜奈（すぎはられいな）　杉原顕子
このマラソン大会に出ている人は9人です。この本の
面白いところは、一番前をはしっているとへんしんし
てしまい、うしろのひとにおいこされてしまうところ
です。とくにわんちゃんが、やたいを早くひきすぎて
タイヤだけになってしまうところが、おもしろいです。

へんしんマラソン
◎作・絵　あきやまただし
◎出版社・金の星社

低34

中島拍歩（なかしまひょうほ）　中島みゆき
わるいことをしたとき、おし入れに入れられてはんせい
するお話でした。2人の男の子が入れられて、思いやり、
友じょう、などたいせつだなあとおもいました。一人で
は、できないことでも二人力を合わせれば、できるとお
もいました。思いやりのある子に育ってほしいです。

おしいれのぼうけん
◎作・ふるたたるひ　◎絵・田畑精一
◎出版社・童心社

2 年生がおすすめする本1年生がおすすめする本

低21

教職員　角舘正志（かくだてまさし）

この本には、いろいろな動物が出てきます。それ
ぞれの住む場所やくらし方に合わせて、しっぽ
が特別なはたらきをしていることが、分かりやす
く書かれています。この本を読むと「自分もしっ
ぽがほしいなあ」ときっと思いますよ。

しっぽのはたらき
◎文・川田　健　◎絵・藪内正幸
◎出版社・福音館書店

低24

晴山　夢（はれやまゆめ）　晴山　紫布
いろいろなものを、かたにいれ、れいぞうこでか
ためて、ばばばあちゃんとみんながたのしそうに、
れいぞうこからかためたものを、だしていきます。

ばばばあちゃんのアイス・パーティ
◎作・さとうわきこ
◎出版社・福音館書店

低20 こわくないよにじいろのさかな
◎作・マーカス・フィスター　
◎出版社・講談社

低23 ばばばあちゃんのおもちつき
◎作・さとうわきこ　
◎出版社・福音館書店

低19

市川　蓮（いちかわれん）　　市川　勉
「きらきらうお」が「しましまうお」のいうこと
を聞かなかったのであらしにあい、まいごになっ
てしまいました。でも、みんなのきょうりょくで
さいごに「きらきらうお」のなかまにあうことが
できてよかったです。めでたし、めでたし。

にじいろのさかなまいごになる
◎作・マーカス・フィスター　
◎出版社・講談社

低22

佐々木　熙（ささきひかる）　佐々木　誠
たきびでやいたのは、さつまいもだけじゃなくて、じゃ
かいもとりんごとみかんとバナナとかきをやいていま
した。ぼくは、さつまいもとじゃがいもがおいしそう
だとおもいました。あきになったらおちばをあつめて
たきびをしてやきいもたいかいをしたいです。

ばばばあちゃんのやきいもたいかい
◎作・さとうわきこ　
◎出版社・福音館書店

先生の
おすすめ

先生の
おすすめ

低25

菊池勇輝（きくちゆうき）　菊池康子
ぼくがおもしろかったのは、ゆきだるまがうごい
たところです。月がしゃべるのがおもしろかった
です。

ばばばあちゃんのマフラー
◎作・さとうわきこ　
◎出版社・福音館書店

低18 にじいろのさかなとおおくじら
◎作・マーカス・フィスター　
◎出版社・講談社

よんだ本には　　にいろをぬりましょう。
おやこで何さつよめるでしょう？

よんだ本には　　にいろをぬりましょう。
おやこで何さつよめるでしょう？
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低45

髙橋佑禎（たかはしゆうま）　髙橋由美子
おじいさんとおばあさんの体のあかで作った人
形が、人間になってこまった人を助けるおはなし。
人形が人間になったり、ごはんを食べて力もちに
なってこまった人を助けたりと、ふしぎだけれど、
とても楽しい昔ばなしです。

ちからたろう
◎文・いまえよしとも　◎絵・たしませいぞう
◎出版社・ポプラ社

低44

川村萌子（かわむらもえこ）　川村恵子
この本のおすすめは、しあわせなきもちになれる
ところです。おじいさんと、おばあさんが、おじ
ぞうさまのおかげで、おしょうがつにおもちをた
くさん食べられてよかったです。とてもしあわせ
なきもちになりました。

かさこじぞう　
◎文・岩崎京子　◎絵・あらいごろう　
◎出版社・ポプラ社

低46

アインブーフ　藤原雅子（ふじわらまさこ）

３年もの月日をねて過ごし、「ねたろう」といわれていた男が、
ある日起きました。そして、遠く離れた川から田んぼへと水を
引くための溝を掘りつづけ、長い用水路が出来上がり、どんな
日照りでもお米がとれるようになりました。なぜ３年もの間、
ねて過ごしたのか、答えはこの本を読んで見つけてください。

三ねんねたろう
◎文・大川悦生　◎絵・わたなべさぶろう　
◎出版社・ポプラ社

低48

菊池耕陽（きくちこうよう）　菊池正巳
むかしびんぼうな男の人が、いました。たった一
ぽんのわらしべから、すごい大金もちになる話で
す。あいてを思いやりながら、ものとものをこう
かんしていきます。さいごには大きな家と、広い
田んぼを手に入れます。夢のような話です。

わらしべちょうじゃ
◎文・西郷竹彦　◎絵・さとうちゅうりょう
◎出版社・ポプラ社

低47

藤根里奈（ふじねりな）　藤根　務
ききみみずきんは鳥や木の声が聞こえるふしぎ
な宝物。いじめられている子ギツネをたすけてあ
げたびんぼうな若者が親ギツネからもらったも
のです。おかげで長者さんの娘を病気から助け
ることができます。

ききみみずきん　
◎文・岩崎京子　◎絵・わかなけい　
◎出版社・ポプラ社

低49

教職員　平澤　大（ひらさわまさる）

山へきこりの仕事に行き、雨に降られてお堂の中
で休んでいた右ほっぺに大きなこぶのあるおじい
さん。天ぐ達が歌や踊りの大さわぎ。一緒に夜が
明けるまで歌い踊り、明日も来るようにとこぶを
とられた。それを聞いた隣のおじいさんは･･･。

こぶとり
◎文・大川悦生　◎絵・おおたこうし　
◎出版社・ポプラ社

低51

アインブーフ 晴山和美（はれやまかずみ）

雪女のお話は、誰もが知っている話ですが、みのきち
の嫁さんになった雪女が「あつい日にはけっして外に
出なかった」という所があります。雪女にも苦手なこ
とがあることがふしぎでした。みのきちが約束さえ守
れば、ずっと家族でくらせたのになと思いました。

ゆきおんな
◎文・松谷みよ子　◎絵・あさくらせつ　
◎出版社・ポプラ社

低50

アインブーフ 小森田由美子（こもりたゆみこ）

ごんべえは、毎日かもをとって町へ持って行って、みそ
や米、さけにかえてその日その日をくらしていた。99わ
一どにとれれば、３か月あそんでくらせるのに･･･。けれ
ど、本当に99わがわなにかかりごんべえは空にとばさ
れてしまうのです。おもしろい旅がはじまります。

かもとりごんべえ
◎文・西郷竹彦　◎絵・せがわやすお
◎出版社・ポプラ社

2 年生がおすすめする本

低36

髙橋瑠伊（たかはしるい）　髙橋　香
ある日生まれたきょうりゅうの赤ちゃんが、自分を食
べようとしてちかづいてきたティラノサウルスをお父
さんとかんちがいしてしまうお話でした。赤ちゃん恐
竜は自分みたいにはなれないという事を教えるために、
別れを選んだティラノサウルスは、かなしそうでした。

おまえうまそうだな
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低35

中村一徹（なかむらいってつ）　中村　徹
りっちゃんのおかあさんがかぜをひいてしまっ
て、りっちゃんがサラダをつくったのがすごいと
おもいました。なぜかというと、ぼくは７さいで
すがりっちゃんは６さいくらいなのに、サラダを
つくるから、すごいとおもいました。

サラダでげんき
◎作・角野栄子　◎絵・長　新太　
◎出版社・福音館書店

低37

佐藤勇汰（さとうゆうた）　佐藤さくら
ぼくが一ばんすきなばめんは、プテラノドンが、
雨でぬれないようにと、けがをしたティラノサウ
ルスにはっぱをかけてあげたところです。おかあ
さんにしてもらったように、ティラノサウルスを
まもってあげて、すごいとおもいました。

おれはティラノサウルスだ
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低39

髙橋美有（たかはしみゆ）　髙橋政吉
草食恐竜の母親が、肉食恐竜の卵を拾って育てる話です。
一度は捨てようとするのですが、自分でふ化させた子ですか
ら愛情を注いで育てます。最後には育てられた子供が、自分
は肉食恐竜だと気づき、赤い実を残して母親のもとから去っ
ていきます。親子のお互いを思う気持ちが伝わってきました。

あなたをずっとずっとあいしてる
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低38

小川口治人（こがわくちなおと）小川口好子
「あ、ありがとう･･･」ティラノサウルスはうまれ
てはじめて「ありがとう」といいました。そういっ
たとき、ティラノサウルスは、こころのなかが
ポッとあたたかくなるのをかんじました。そのと
き･･･。

きみはほんとうにステキだね
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低40

大釜流星（おおがまりゅうせい）　大釜　梓
力がつよいだけがつよさではない、ほんとうにつ
よいというのは、やさしいということ。この本を
よんで、よわいとはなにか、ほんとうにつよいと
いうのはどういうことなのか、をおしえてもらい
ました。

ぼくにもそのあいをください
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低42

佐々木右京（ささきうきょう）佐々木さつき
とんちのきくひこいちが、てんぐから姿を消すことがで
きる「かくれみの」を手に入れ、人助けやいたずらをす
るおはなしです。えらそうなおさむらいやかねかしだん
なをぎゃふんと言わせた所でまではよかったのですが、
ただでまんじゅうを食べたあとはどうなったか･･･？

ひこいちばなし
◎文・大川悦生　絵・みたげんじろう
◎出版社・ポプラ社

低41

小森田 航（こもりたわたる） 小森田由美子
おなかがすいたティラノサウルスをタペヤラが食べものが
あるみどりの森へさそいます。３びきのちいさなホマロケ
ファレを見つけ、食べたくてどうしようもありません･･･
が、なかよくなってしまうのです。それはティラノサウル
スのためにたくさん食べものをさがしてきてくれるから。

わたしはあなたをあいしています
◎作・絵　宮西達也　
◎出版社・ポプラ社

低43

教職員　阿部英司（あべえいじ）

「ちょうふくやまのやまんば」ほど豪快なやまんばは、い
ません。いつもいばっている、「ねぎそべ」や「だだはち」
のこっけいさ。村のため、自分をなげだしていく「あかざ
ばんば」の人間らしさ。生まれたてのあかんぼう、「がら」
のかつやくなど、いきいきとえがかれています。

やまんばのにしき
◎文・松谷みよ子　◎絵・せがわやすお
◎出版社・ポプラ社

アインブーフ
のおすすめ

アインブーフ
のおすすめ

アインブーフ
のおすすめ

先生の
おすすめ

先生の
おすすめ

よんだ本には　　にいろをぬりましょう。
おやこで何さつよめるでしょう？
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中 3 殺人レストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中 1 幽霊屋敷レストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中12

古川太平　古川有子
ベトちゃんドクちゃんの悲劇は、繰り返してはい
けないことなのに、いまだに戦いが絶えず、同じ
ことを繰り返しています。戦争で解決できること
はあるのでしょうか。この絵本は、親子で平和
を語り合うきっかけをつくってくれました。

ベトちゃんドクちゃんからのてがみ
◎文・松谷みよ子　◎画・井口文秀
◎出版社・童心社

中11

伊藤大輔　伊藤安男
エルフは、わかくて強くて、大きなおすのだちょ
うです。ある日、動物たちが、ライオンにおそわ
れ、エルフはみんなをまもってあげましたが、か
た足を食いちぎられました。黒ひょうにおそわれ
ても皆を守り、さいごは木になってしまいました。

かたあしだちょうのエルフ
◎文・絵　おの きがく
◎出版社・ポプラ社

中10

小原　爽　小原明日香
ある年のくれ、神様が動物たちにおふれを出しました。
正月の朝に、ごてんに来るようにと、出したのす。ねこは、
いつ行くのかわすれてねずみに聞きました。ねずみはわ
ざと一日おくれて教えました。そして牛のせなかにのっ
て一番につきました。おくれたねこがかわいそうです。

十二支のはじまり
◎文・岩崎京子　◎絵・二俣英五郎
◎出版社・教育画劇

中 6 金しばりレストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中 5 妖怪レストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中 4 幽霊列車レストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中15

佐々木　舞　佐々木　都
このお話は、馬のゴン太と島崎さんという大学生が北海
道から九州まで馬に乗って旅する実話。岩手では、盛岡
や平泉での様子が書かれてあります。旅の先々での出来
事が詳しく書いてあり、その土地の風土もわかりやすい
絵で紹介されているのでぜひ読んでほしい一冊です。

馬のゴン太旅日記
◎原作・島崎保久　◎版画・文・関屋敏隆
◎出版社・小学館

中14

晴山鈴花子　晴山久美
わたしが、おもしろかったのは、アンナが車いすで、
まわっていたところです。本物もまわるのでしょうか。
近くにいたおじさんたちは、びっくりしていました。(鈴
花子 )「わたしだって、ふつうの女の子なのよ。」とい
うアンナ。特別な友だちができてよかったですね。(母)

わたしの足は車いす
◎作・フランツ・ヨーゼフ　◎絵・フェレーナ・バルハウス 
◎出版社・あかね書房

中13

川村真仁　川村幸代
トミーがおせわをしたしょくぶつはぐんぐん大きくな
りました。とうとう家のかたちになってしまったとこ
ろがおもしろかったです。ゆめでみるほど、トミーは
せきにんをもってみんなからあずかったはちうえを育
てました。読むとしょくぶつの育てかたがわかります。

はちうえはぼくにまかせて
◎作・ジーン・ジオン　絵・マーガレット・ブロイ・グレアム　
◎出版社・ペンギン社

中 9

佐々木祐貴　佐々木美知江
さいしょは、ラチはなきむしだったけど、ライオ
ンといっしょだとこんどは、ラチはなきむしじゃ
くなくなっておもしろかったです。おもしろいと
思ったところは、ライオンが一・二・三、をした
ところでした。

ラチとらいおん
◎文・絵　マレーク・ベロニカ
◎出版社・福音館書店

中 8 鏡のうらがわレストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中 7 魔女のレストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

中17

小原由莉　小原あけみ
そうべえは「松のえだから酒ぐらのやねまでわたります」
と言いましたが、わたってたところで落ちてじごくに行って
しまいました。落ちた3人はうまいことを言って車にのせ
てもらったら、火の車でした。船にのせられてそうべえと
２人は、とうとうじごくに行ってしまいました。

じごくのそうべえ　
◎作・絵　田島征彦
◎出版社・童心社

中16

菊池　貴　菊池有子
このお話は、美濃国いび川の「呂久の渡し」に、
いまもつたえられている民話をもとにしてつくら
れました。人間の美しさ、つみのふかさ、歴史
的宿命のかなしさといったものが圧縮されてい
るお話のように思えるのです。

あほろくの川だいこ
◎文・岸　武雄　◎絵・梶山俊夫
◎出版社・ポプラ社

中 2 化け猫レストラン
◎編・松谷みよ子　
◎出版社・童心社

教職員　佐藤志乃子
『怪談レストランへようこそ。背すじ
がゾーッとするようなたのしいお話
を、どうぞ存分にご賞味くださいませ』
で始まるこのシリーズは、恐いものみ
たさで大人気です。でも言葉を正確
に解釈し、想像力を豊かに読み込
むと恐すぎます。誰かといっしょ
に、ほどほどで気楽に楽しみま
しょう。

先生の
おすすめ

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？
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中27 墓場レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

中28 お化け屋敷レストラン　
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

中29 火の玉レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

中21

増澤　新　増澤弘子
二ひきのイヌが、めまいをおこしてしんでしまうぐら
いの山おくでのおはなしです。「せいようりょうりてん
やまねこけん」というふだがでていた料理店。「さほう
のきびしい家だ。きっとよほどえらい人たちが、たび
たびくるんだ。」注文が多いという本当の意味は･･･。

注文の多い料理店
◎作・宮沢賢治　◎絵・池田浩彰
◎出版社・講談社

中20

横田尚紀　横田厚子
この本では、おけらに年を数えられたそうべえたちが
子どもになってしまいます。もとにもどるためには、
みみずひめとかんたろうがけっこんしなくてはなりま
せん。でも、もぐりんがじゃまをします。もぐりんを
たいじしてもとにもどることができてよかったです。

どろんこそうべえ
◎作・絵　田島征彦　
◎出版社・童心社

中19

髙橋瑞樹　髙橋ゆかり
このお話は、かるわざしのそうべえが、空でい
たずらをして、あんこくせいうんに矢をうったら、
まっくろにされてしまったお話です。そうべえの
いたずらの様子が、おもしろく書いてあって、と
てもおもしろかったです。

そうべえまっくろけのけ　
◎作・絵　田島征彦
◎出版社・童心社

中31 あの世レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

中32

佐々木嵩知　佐々木喜一郎
どくろと骨のマークはこういう「血わき、肉おど
る」冒険物語になくてはならない、ぞくぞくする
ような海賊の旗印です。よんでみたらおもしろい
です。だからぜひ読んでみてください。

がい骨レストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

中24

髙橋拓郎　髙橋佳子
自然と人間とのやりとりがおもしろいです。私も、今
度ははじめて行った場所で、「おおい、ここでキャンプ
をしていいかあ。」と、木々に話しかけてみたくなりま
した。もしかしたら、この本のように「いいぞう」とか「来
いよ」なんて声が聞こえてきそうでわくわくします。

狼森と笊森,盗森
◎作・宮沢賢治　◎絵・三谷靭彦
◎出版社・講談社

中23

小原優奈　小原奈美
オツベルがぞうをはたらかせることにしました。と
けいをもたせて、足にはくさりもつけました。白い
ぞうのなかまたちは、かわいそうなこのぞうを助
けました。白いぞうは大へんやせていました。な
かまはかけよってくさりをはずしてやりました。

オツベルと象
◎作・宮沢賢治　◎絵・三木由記子
◎出版社・講談社

中22

晴山慶祐　晴山伸一
どんぐりたちがさわがしくなると、山ねこが「うるさい。」
と言いました。しずかになって、それのくりかえしで、な
んだか先生と生とみたいでした。一郎が、ごほうびにも
らった金色のどんぐりが、山ねこがいなくなったとたんに
どんぐりにもどってしまったのがふしぎでした。

どんぐりと山ねこ
◎作・宮沢賢治　◎絵・徳田秀雄
◎出版社・講談社

中33

千葉凌雅　千葉好幸
この本の中でぼくは、神かくしとういお話が心に
残っています。かくれんぼの途中で、ふっとす
がたをけしたふみちゃんが、10日ほどしてもどっ
てきたという、本当にあった話だそうです。

魔界レストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

中34

教職員　栁原　典
ちっちゃい女の子なほちゃんが、初めてのキャンプを
通して成長していきます。いろいろなことに挑戦して、
できたときに「やったあ。」と思うなほちゃん。それ
を励ます大きい子やともこさん。子どものころ、「こ
んなことあったなあ。」と思いながら読める本です。

はじめてのキャンプ
◎ 作・絵・林明子
◎ 出版社・福音館書店

中35

杉原穂南　杉原顕子
この本は、葉っぱの一年について書いた本です。一
年という短い間に友だちをつくり、いろんなことを
おぼえ、せいちょうします。最後のほうは、友だちが、
次々と旅立っていき、フレディは、一番最後に旅立
ちました。わたしは、人の一生と同じだと思いました。

葉っぱのフレディ ─いのちの旅─
◎ 作・レオ・バスカーリア
◎ 出版社・童話屋

中26

佐藤　崚　佐藤節子
よだかはみにくく、くちばしは耳までさけていて
足はよぼよぼ、他の鳥達にいじめられていました。
最後に、自分の意思で天国へと旅立っていきま
した。弱いものはこうして死んでいかなくてはい
けないのかと、あまりにも悲しい物語です。

よだかの星
◎作・宮沢賢治　◎絵・伊勢英子
◎出版社・講談社

中25

大釜　翔　大釜寿和
本の中でねすみが「まどうてください。」と話し
ていました。「つぐなってください。」のことを「ま
どうてください。」ということを、初めて知りま
した。ツェは、いろいろ挑戦するネズミだなと思
いました。

ツェねずみ
◎作・宮沢賢治　◎絵・三木由記子
◎出版社・講談社

先生の
おすすめ

佐藤紀香　佐藤礼子
かるわざしのそうべえが、やまぶしさんと、ちくあん
先生といっしょにじごくへ行った。その後じごくへ行っ
たりごくらくへ行ったり。一人一人の力を合わせて、
みんなの心を一つにしたことがすごい。えんま様とあ
みださんがおどっているところが楽しそう。

そうべえごくらくへゆく
◎作・絵　田島征彦
◎出版社・童心社

中30 呪いのレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

3 年生がおすすめする本

中18

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？
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中36

佐藤聖斗　佐藤佳世子
この本は『ありがとうをわすれると』という本です。
おもしろい場面は、ネズミが海でおぼれて、たこに
助けてもらったのに、ありがとうじゃなく、あっか
んべえをした所です。この本はとてもおもしろいと
ころがたくさんあります。ぜひ、読んでみてください。

ありがとうをわすれると
◎ 作・山下明生　◎絵・ナメ川コーイチ
◎ 出版社・学研

中37

佐藤香月　佐藤由香
戦争後、店はどこもあいてはいません。アンナは
おひゃくしょうさんから羊の毛をもらい、糸つむ
ぎのおばあさんに羊の毛をつむいでもらい、お母
さんに赤くそめてもらいました。わたしは、この
手順でコートができることをはじめてしりました。

アンナの赤いオーバー
◎文・ハリエット・ジフェルト ◎絵・アニタ・ローベル
◎ 出版社・評論社

中38

中村ゆずか　中村　幸
コロボックルというのは、大昔からずっといる小
人のことです。わたしは、そのコロボックルが、
鳥にのせられていたところが、おもしろかったで
す。

コロボックルそらをとぶ
◎ 文・佐藤さとる　◎絵・村上 勉
◎ 出版社・講談社

中45

教職員 照井秀光
ねぎぼうずが旅人になって、いろいろな事件に出会う冒険ものの
お話です。いろんな野菜の顔をしたさいむらいが登場したり、ね
ぎぼうずがピンチになるとねぎ汁をまきちらしてきりぬけたり、お
もしろい場面がたくさんあります。ぜひ読んで下さい。

ねぎぼうずのあさたろう「とうげのまちぶせ」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中46 ねぎぼうずのあさたろう「しゅくばはずれのけっとう」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中47 ねぎぼうずのあさたろう「人情渡し舟」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中39

藤根功樹　藤根雅子
コロボックルはとても小さくてすばやい人。とこちゃ
んは、山へ行くといって山をわたりました。どんどん
山をおりていって、男の子が作っていた船に乗ってぼ
うけんをしました。そして、ききちゃんに会うまでの
お話です。緑色があざやかです。ぜひ読んでください。

コロボックルふねにのる
◎文・佐藤さとる　◎作・村上 勉
◎出版社・講談社

中40

伊藤　天　伊藤博樹
この本には、トコちゃんがでてきます。コロボックルはとっ
てもかるいから、雪の中でもそれほどしずみません。い
きおいが強すぎて、葉っぱのそりはうかびました。次にちゅ
うがえりをして石のようにごろごろところがりました。で
も、雪をとってもらいみんなでそりにのりました。

そりにのったトコちゃん
◎ 文・佐藤さとる　◎作・村上 勉
◎ 出版社・講談社

中41

菊池貴博　菊池千晶
校長先生は、始めはびゅんびゅんごまが一つだった
のに二つ、三つとふやし、最後に四つまわしたので、
すごかったです。それについていった子供達もすご
かったです。おかあさんは自分の子と同じ名前の子
がでてきておもしろいといっていました。

びゅんびゅんごまがまわったら
◎作・宮川ひろ　◎絵・林　明子
◎出版社・童心社

中48 ねぎぼうずのあさたろう「火の玉おてつのあだうち」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中49 ねぎぼうずのあさたろう「いそぎたびそばがきげんえもん」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中50 ねぎぼうずのあさたろう「みそだまのでんごろうのわるだくみ」
◎作・飯野和好
◎出版社・福音館書店

中42 へんしんコンサート
◎作・絵・あきやまただし
◎出版社・金の星社

中43

中村裕紀　中村智恵子
とびばこをとぶときに何かにへんしんして、とん
で行きます。なんと、とびばこ１だんから20だ
んにまでちょうせんする赤ちゃんがいます。赤
ちゃんはかいじゅうになったけど、とびばこをく
ずしたところが心に残りました。

へんしんとびばこ
◎作・絵・あきやまただし
◎出版社・金の星社

中44

蟻田幸希　蟻田恵子
この本で一番おもしろかったのは、「クスダ」を
はやく言うと「ダックス」になったところです。
はやく言うと、どんどんへんしんして、いろいろ
な言葉がでてくるのがおもしろいです。ぼくも、
いろいろな言葉を見つけてみたいです。

へんしんプレゼント
◎ 作・絵・あきやまただし
◎ 出版社・金の星社

中51

髙橋耀摩　髙橋久美
もの知りなアナグマさんの話。アナグマさんは、
自分より友達を大切にします。やさしい心の持ち
主で、ちえや工夫など、最高の宝物をみんなの
心に残していった、すばらしいお話です。

わすれられないおくりもの
◎作・絵・スーザン ･ バーレイ
◎出版社・評論社

中52

佐藤謙江　佐藤永子
森のアナグマさんが元気をなくしてふさぎこんでしま
いました。アナグマさんに早く元気になってもらって
助けやはげましがほしい森の仲間たちは、色々工夫し
てみます。さて、モグラくんが考えた最高のアイディ
アは何だったのでしょう？心が温かくなるお話です。

アナグマさんはごきげんななめ
◎文・ハーウィン・オラム　◎絵・スーザン・バーレイ
◎出版社・論評社

先生のおすすめ

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？
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5 年生がおすすめする本

高2

小原雅基　小原純子
この本のおすすめは、いろいろあります。不思議
な話があって、おもしろいし、お話が何回か終
わると、七不思議もあっておもしろいです。みん
なも、読んでみてください。

七不思議レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高3

佐々木佑馬　佐々木さつき
ケイタイにまつわる、いろいろなこわい話ばかり
集めた本です。ぼくのおすすめは、「着メロのな
る車」です。新しく買いかえた車の後ろから、聞
いたことのない着メロが流れてきたので、販売
員に理由を聞く所がこわかったです。

ケイタイ電話レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高1

佐藤嵩晃　佐藤君代
秋に美術展がありました。そこで、若い男性が、「希望」
という作品で話題になりました。すごいなと思いまし
た。けれど、美術展の始まる一週間前に事故でなくなっ
てしまいました。ぼくは事故がなかったら有名になれ
たのに、事故でなくなってとてもざんねんでした。

うらめしやレストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高11 くものきれまに
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士
◎ 出版社・講談社

高12 きりのなかで
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士
◎ 出版社・講談社

高10

菊池彩香　菊池美香
この本は、嵐の夜に出会ったヤギとオオカミの
話です。友達になった二ひきが、おかを上ると
中、お弁当をおとしてしまいました。そんなじょ
うきょうでも、友情をゆうせんさせてのぼりきっ
たところが、この本のおすすめです。

あるはれたひに
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士　
◎ 出版社・講談社

高5

伊藤良子　伊藤安男
4さいの女の子が、病気になりました。病気はどんどんひどくなっ
て、何日かして女の子はなくなりました。河原にたくさんの子供
がいました。もしかして、いるかもしれないと思ってさがしまし
たが、女の子はいません。でも「おとうさーん。」という女の子
の声がしたのです。つづきを読んでください。

地獄レストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高6

伊藤直人　伊藤喜榮治
この本は、こわいお話です。ぼくがこわいなと思っ
たところは「きつねのあだうち」というところで
す。なぜかというと、きつねが人間にばけて九
兵衛さんの田うえをしたからです。みなさんも読
んでみてください。

たたりじゃレストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高4

小原樹里　小原裕子
この本には、いろいろなこわい話がのっています。そ
の中でも、死のお客がおすすめです。この話は、ヨア
ヒムが、ほんの悪いじょうだんで、120年も、真っ暗
なはかあなにとじこめられる話です。その間に、妻と
娘が死んで、ヨアヒムがかわいそうでした。

闇のレストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高14 ふぶきのあした
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士
◎ 出版社・講談社

高15 まんげつのよるに
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士
◎ 出版社・講談社

高13 どしゃぶりのひに
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士
◎ 出版社・講談社

高8 もののけレストラン
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高9

晴山優奈　晴山由香
私のこの本のおすすめの場所は、二ひきが「私
たちほんとによくにていますねえ。」と言うとこ
ろです。ヤギとオオカミの二ひきがまっくらな中
で、どんどん仲良くなっているところが一番おも
しろいなと思いました。

あらしのよるに
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士　
◎ 出版社・講談社

高7

小原朋輝　小原康子
昔から、夢は不思議なものとして人を動かしてきました。一喜一憂
しながら、誰もが夢を見続けて暮らします。思いもよらない夢を見
て驚く事もあります。未知の世界からのメッセージかもしれません。
自分を振り返るチャンスにすると幸運が訪れるかもしれません。
たとえ悪夢でも知恵と勇気で見方を変え、いい夢にしたいですね。

悪夢のレストラン　
◎編・松谷みよ子
◎出版社・童心社

高17

小原　萌　小原明日香
ジャイアントパンダは、中国四川省の雪深い山奥にす
む珍しい動物です。その数は1,200頭ほどしかなく、
現在、絶滅に危機にさらされています。中国から2頭
パンダをもらえたのも、日本と中国の交流があったか
らです。動物園にも、もっとパンダが来てほしいです。

ＮＨＫプロジェクトXジュニア版①
◎プロジェクト X 制作班
◎出版社・汐文社

高18 ＮＨＫプロジェクトXジュニア版②
◎プロジェクト X 制作班
◎出版社・汐文社

高16

川村拓史　川村幸代
この本は、「あらしのよるに」のシリーズを読んだ後
に読んでから読むのをおすすめします。読んだ後に、
この場面はガブはこんなことを思っていたんだなあ。
メイはこう思っていたんだ。などと二ひきの思ってい
たことなどがくわしくわかる所がおすすめです。

しろいやみのはてで
◎ 作・木村裕一　◎絵・あべ弘士　
◎出版社・講談社

教職員　菊池光彦
ヤギのメイとオオカミのガブはひみつの友達。あ
らしの夜に出会った二匹のお話は、まだまだ続き
ます。それぞれの場面で起こる、心のすれちが
いや、助け合い。「本当の友情とは」を深く考え
させられる物語にむねを打たれることでしょう。

先生の
おすすめ

あらしのよるにシリーズ
〜

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？
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高29

佐藤　歩　佐藤和恵
この本にはこわい話がたくさん書いてあります。
最初に、心霊写真レストランができたわけも書い
てあります。心霊写真に関係しているお話が多く
てとてもおもしろいです。写真の怖いうわさが3
つくらいあって、これもけっこうおもしろいです。

心霊写真レストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高27

久保徳太郎　久保真理子
「石の怪」では、むかし死んだ子どものはかの石を庭
に置いたら、事件があいつぎました。きとうしに見
てもらったら、けっきょく悪いれいがとりついてると
いうことで、もとのところにもどしました。そうした
ら平和がもどりました。みなさんも、よんでください。

占いレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高28

髙橋恭兵　髙橋佳子
一番おもしろかったところは、「海から手」です。
ある日、臨海学校で大輔が海にひきずりこまれて
いったところがとってもこわかったです。自分が海
に行ったらば、何かいやな感じがしそうでした。

百物語レストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高20

増澤亜利紗　増澤弘子
竜飛側の地層は複雑で掘るのがむずかしかったそうです。
岩盤もやわらかく、掘る先、掘る先から水が噴きだしていて、
トンネルの中は気温30度、湿度はほぼ100パーセントと
いう中で、完成させました。男たちが体をはり、命をかけ
てたたかった栄光の軌跡がきざまれている内容の本です。

ＮＨＫプロジェクトXジュニア版④
◎プロジェクト X 制作班
◎出版社・汐文社

高21

市川　凱　市川里香
この本には本当にあった出来事が４つしょうかい
されています。その中で、特に感動したのが甲
子園のお話です。弱小の沖縄のチームが、全国
制覇できるチームにまで成長したのです。みな
さんにも、ぜひ読んでもらいたいです。

ＮＨＫプロジェクトXジュニア版⑤
◎プロジェクト X 制作班
◎出版社・汐文社

高19 ＮＨＫプロジェクトXジュニア版③
◎プロジェクト X 制作班
◎出版社・汐文社

高32

中村有里　中村由紀子
この「生まれ変わりレストラン」は、少しこわい
けれど楽しいお話です。ほかにも「神かくしレス
トラン」や「鬼のレストラン」などの「レストラ
ンシリーズ」があります。みなさんも読んでみて
ください。

生まれ変わりレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高30

小原海斗　小原友子
この本のおすすめは、「神かくしの森」です。昔、3人
の子供が、第六天という神様にいたずらをしたら神か
くしにあったという話をきいて、その場所を探しに行
きました。そうしたら本当に男の子が神かくしにあっ
たというお話です。みなさんも読んでください。

神かくしレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高31

菊池広晶　菊池千晶
この本は、じっさいにあったことやふしぎな亡霊
にまつわる話などが書かれていて、とても興味
深く読める本です。ぜひみなさんにもみてもら
いたいと思っています。

亡霊レストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高23

アインブーフ　古川里美
夜の暗闇と静けさは人間にさみしさや不安をもたらします。その
動かぬ夜が明ける時、そよ風がおこり、小さな動物たちが動き始
めます。小鳥の鳴き声に湖畔で一夜をすごしたおじいさんと孫は、
自然に目覚めボートを湖にこぎ出します。「よあけ」は、まさに生
きるものすべてに希望と夢をあたえてくれるもののようです。

よあけ
◎作・画　ユリーシュルヴィッツ
◎出版社・福音館書店

高24

アインブーフ　佐々木さつき
皆さんはユダヤ人大量虐殺事件をご存知ですか？この
本はその事件を題材にしたものです。強制収容所に送り
こまれれば、みな抹殺されてしまう、そんな中、母親の
ある決断がエリカを救い生という一筋の光を与えたので
す。この本を読んで命の尊さを親子で考えてほしいです。

エリカ　奇跡のいのち
◎ 文・ルース・バンダー　◎絵・ロベルト
◎ 出版社・講談社

高22

教職員　鈴木ゆりえ
夜のひっそりと静まりかえっただれもいないコムギ
ばたけー。そのコムギばたけは、夜風にゆれて穂
と穂がこすれあうと、幾千幾万の声がひそひそとお
しゃべりをしているよう。ハリネズミ、ノウサギ、
カワネズミたちが、夜のむぎばたけを目指します。

むぎばたけ
◎ 作・アリスン・アトリー  ◎絵・片山　健
◎ 出版社・福音館書店

高33

中島涼菜　中島みゆき
この本には、いろいろな鬼の話が書いてありま
す。恐いだけの鬼ではなく、やさしい鬼だったり、
神の役目をする鬼だったりして、今までの鬼のイ
メージが変わりました。みなさんも、読んでみて
下さい。

鬼のレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高34

髙橋稚菜　髙橋真紀子
ある人が、おじいさんの家に行く途中に、着信音
がなってたぬきに出会い、ご飯をあげて仲良くな
りました。その数日後に、線路で車が動かなくな
り困っていると、着信音がなり、3人の男の子が
現れました。その男の子は、3匹のたぬきでした。

お化けパソコンレストラン
◎ 編・松谷みよ子
◎ 出版社・童心社

高26

小森田彩華　　小森田伸夫
この「アフリカの音」は、アフリカにあるたいこ
の音のことが、くわしく書かれています。楽しそ
うな絵で、その様子がよくわかります。特に、た
いこの音をあらわすところがとてもくわしく書か
れていて、リズムをとりたくなる本です。

アフリカの音
◎著者・沢田としき
◎出版社・講談社

アインブーフ　佐藤誠子
かけがえのない地球の、豊かな文化の地アフリカの暮
らしを描いた絵本です。色彩豊かで生き生きとした人々
の表情と、ことばのリズムがあふれます。広い大地と
空に響きわたる太鼓のリズム。はるか昔からつながっ
てきた命。家族みんなで楽しく読んでほしい絵本です。

高25

教職員　阿部幸子
かすかにのこる玉虫の羽をきらめかせ、今も伝わる法隆
寺玉虫厨子（仏像を入れる置物）。この厨子をつくった
といわれる「若麻呂」が、かぎりなく美しいものをつく
りあげることだけを求めて厨子づくりに没頭する物語で
す。絵本の重厚な絵が、読む人を歴史の旅へ誘います。

絵本玉虫厨子の物語
◎作・平塚武二　◎画・太田大八　
◎出版社・童心社

アインブーフ
のおすすめ

アインブーフ
のおすすめ

アインブーフ
のおすすめ

先生の
おすすめ

先生の
おすすめ

5 年生がおすすめする本 読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？



20 21

6 年生がおすすめする本

高38

中村理人　中村　宏
この本のおすすめは、倒産から大逆転劇の電気釜です。
この電気釜を作ろうとした三並さんは、家の米を全部使っ
たり、自分の土地を売ったりしても電気釜を作れません
でした。でも、バイオメタルという物で作れたのがすご
いと思いました。読むと、とてもおもしろい本です。

NHKプロジェクトXジュニア版⑧
◎ プロジェクト X 制作班
◎ 出版社・汐文社

高36

古川汐美　古川里美
ある日、塩屋賢一さんという人の会社が倒産して、職
を失った。そして、追いうちをかけるように体に異変
が起きた。結核という病気だった。その6月は病状は
少し落ち着いていた。塩屋さんは毎日仕事を探した。
そしてある日、一つの新聞を読んだら･･･。

NHKプロジェクトXジュニア版⑥
◎ プロジェクト X 制作班
◎ 出版社・汐文社

高37

菊池　学　菊池有子
樹齢およそ7200年、世界で最も古いといわれる「縄
文杉。」その縄文杉のある屋久島には、ほかにも樹
齢1000年をこえる屋久杉がうっそうとしげる原生
林が広がっている。しかし、その原生林を残すには、
島の人々の長いたたかいの道のりがあった。

NHKプロジェクトXジュニア版⑦
◎ プロジェクト X 制作班
◎ 出版社・汐文社

高47

佐藤龍也　佐藤雅紀
この本は100万回死んで100万回生きたねこのお話で
す。ねこは、いろいろな人にかわれました。どろぼう、
おばさん、子ども、手品師、ほかにもいろいろなひと
にかわれていました。この物語は、本当にあるお話で
はありませんが、おもしろいので読んでください。

100 万回生きたねこ
◎作・絵　佐野洋子
◎出版社・講談社

高45

川村直人　川村恵子
この本のすごいところは、14枚全ての絵が美しく、吸い
込まれそうになる所です。旅人がある漁村で小さなヨット
の残骸を見つけ、老人と出会います。美しく、繊細な絵と
不思議なストーリー。今は残骸となっている「西風号」の
持ち主の少年は、あの老人ではないかと話し合いました。

西風号の遭難
◎ 絵・文　C・V・オールズバーグ
◎ 出版社・河出書房新社

高46

伊藤吉隆　伊藤喜榮治
この本のおすすめは、ある日、ウエズレーのお家にある
種がとんできて、5日たったらその種から芽が出て、人
よりも大きいものになったことです。それは、ある食べ
物でした。ウエズレーは、いつもこの実を食べました。
おもしろいので、ぜひよんでみて下さい。

ウエズレーの国
◎作・ポール・フライシュマン
◎絵・ケビン・ホークス　◎出版社・あすなろ書房

高41

佐々木　駿　佐々木　誠
一番この本で感動したのは、「そうか、レイラは
死んだように見えて、実は死んでいなかったの
か･･･。」吹きわたる風にレイラのいぶきを感じて
生きていこうと思ったところです。この詩は、本
当に風が書いたのかもしれません。

千の風になって
◎ 文・新井満　◎絵・佐竹美保
◎ 出版社・理論社

高39

伊藤晃季　伊藤朗子
純国産ロケットを作るために多くの人たちが長い間、
ロケット打ち上げに失敗しました。それでも研究を重
ねて、H－Ⅱロケットを完成させたことがすごいと思
いました。技術者にとって意地が大切だと言っている
けど、勉強やスポーツも意地が大切だと思いました。

NHKプロジェクトXジュニア版⑨
◎ プロジェクト X 制作班
◎ 出版社・汐文社

高40

小笠原直紀　小笠原京子
1986年、夏。フランスから思いがけない話が持ちこまれた。
ヨーロッパ統合に向け、ヨーロッパ大陸とイギリス（ブリテ
ン島）をへだてるドーバー海峡にトンネルをつくりたいとい
うものだった。そのための掘削機をつくれないかというのだ。
自分たちの技術が、海外で行かせる。設計部はわきたった。

NHKプロジェクトXジュニア版⑩
◎ プロジェクト X 制作班
◎ 出版社・汐文社
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伊藤　風　伊藤博樹
おもしろかったことは、主人公に風の声が聞こえたことです。主
人公は９歳になったとき、お父さんとハドソンという町につくっ
たカゴをとどけに行きましたが、町の人にカゴのことをバカにさ
れました。その時、父さんの友人に「風はみている。」とはげま
されました。その時から、風の声が聞こえるようになったのです。

満月をまって
◎文・メアリー・リン・レイ
◎絵・バーバラ・クーニー ◎出版社・あすなろ書房

高48

小川口愛美　小川口好子
「トチの実はたいそう手間がかかってな。秋に収穫して
も、食べられるのは正月じゃ。トチもちは『土地を持つ』
と言って、昔から徳山では縁起物じゃった。今度は正
月に来い！いっぱい食べさせてやるから。」そのところ
が、心に残りました。みなさんも、読んでみてください。

おばあちゃんは木になった
◎文・写真　大西暢夫
◎出版社・ポプラ社

高49

佐藤　智　佐藤恵美子
つつじのむすめは、何日も何日も、祭で知りあった若
者の家に通い続けました。山を5つもこえて、もち
を手にして、会いに行きました。そんな一途な、む
すめの気持ちもむくわれることなく、若者にがけから
落とされてしまい、かわいそうなむすめの話でした。

つつじのむすめ
◎ 作・松谷みよ子　◎絵・丸木　俊
◎ 出版社・あかね書房

高44

川村みく　川村加代子
この本は、チェロでみんなの心が一つになるお話
です。この本で好きな文が、あります。それは
「1000のチェロが1000の物語をかたっている。」
という文です。この文が書いてあるページの絵も
好きです。このページがとくにおすすめです。

1000の風 1000のチェロ
◎ 作・絵　いせひでこ
◎出版社・偕成社

高42

晴山海南子　晴山久美
「ルリユール」という名前のおじさんの話なのかな？
と思いましたが、お仕事の呼び名のことだったん
ですね。こんなにも丁寧に本を修復する技術があ
るのかと感心しました。このお話の女の子のように
本を大切にする気持ちを持ち続けたいと思います。

ルリユールおじさん
◎作・絵　いせひでこ
◎出版社・理論社

高43

藤原沙織　藤原雅子
旅人が羊飼いの男に出会いました。あれ地、争
いの街に、男は、カシワの木を植え、ブナの木
も植え続けました。月日が過ぎ、たくさんの緑・
木・花・動物ですばらしい村になりました。人の
力とは、すごいと思いました。

木を植えた男
◎作・ジャン・ジオノ　◎絵・フレデリック・バック
◎出版社・あすなろ書房

高51

晴山ありさ　晴山伸一
主人公の鬼は、家族もおらず、一緒に遊んでく
れる友達もなく、たった一人で島に住んでいまし
た。鬼は、うそつきな人間の言葉を信じて島をひっ
ぱって歩きました。でも最後には、島はなくなり、
鬼もやせてしまい、かわいそうなお話でした。

島ひきおに
◎文・山下明生　◎絵・梶山俊夫
◎出版社・偕成社

高52

藤根佳澄　藤根和子
私は、この本を読んで、世界中でたくさんの人が苦し
んでいるんだなと思いました。毎日ふつうに暮らせるこ
とがどんなに幸せなことかがよく分かりました。なんの
罪もない人をかんたんに殺してしまう地雷が、世界中
から、はやくなくなればいいなと思いました。

地雷ではなく花をください
◎ 文・柳瀬房子　◎絵・葉　祥明
◎ 出版社・自由国民社

高35

小國　豊　小國玲子
チャーリーは、1年に一度しかもらえないチョコレー
トを買ってもらいました。そしたら、残り1まいの
黄金切符が当たりました。チャーリーは運がいい人
だと思いました。ぼくは読んでいてチャーリーは、
工場に行ったら何をするんだろうと思いました。

チョコレート工場の秘密
◎著・ロアルド・ダール
◎出版社・評論社

読んだ本には　　に色をぬりましょう。
親子で何冊読めるでしょう？
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