うちどく（家読）は家族で読書の習慣を共有し、本を媒
介としてコミュニケーションを深めようというものです。同
じ本を読んでそれぞれの感想を語り合えば、会話もは
ずみより一層家族の絆が深まることでしょう。

Vol.１

そこで、うちどくを始めるに当たり「世代の違う家族が
同じ本を読むのは難しい」「どんな本を選んだらいいか
わからない」という声にお応えして、うちどくにおすすめ
の本を紹介するブックガイドを作成しました。最初はこ
のリストを参考にしながら、そして家族で本屋さんへ足
を運んで一緒に本を選んでみてはいかがでしょうか。

2007年2月

■リストの見方
リストは対象別に、それぞれ書名の50音順で掲載しております。対象が複数
のカテゴリーにまたがるものについては［その他］に分類してあります。
お母さんはわかってくれないけ
ど、赤は世界で一番すてきな色。
キャシー・スティンスン 文/ロビン・ベ カナダのロングセラー。
アード・ルイス 絵/ふしみみさを 訳
［対象 ①］
ほるぷ出版
1,050円
ISBN978-4-593-50444-2

あかがいちばん

著者・訳者など

書名

リボーンの森
岩永嘉弘、富川真 著/建築大好き塾 監
修
メディアパル

出版社

1,260円

内容

森山京 作/杉浦範茂 絵

［対象 ③④⑤］ ※
ISBN978-4-89610-076-1

小峰書店

定価

ISBNコード

（2007年2月現在の税込価格）

（書籍の固有番号）

※ 読者対象（お子さんの年代の目安です。） ①＝小学校低学年､②＝小学
校中学年､③＝小学校高学年、④＝中学生、⑤＝高校生以上

マリコが大切にしている青い象の
おさら。いち枚のおさらが少女の
宝物になるまでを描く。
［対象 ①］
ISBN978-4-338-19201-9

おさらのぞうさん

少年少女4人がさまざまな冒険や事
件に遭遇しながら成長していく感動
的な青春物語。

1,050円

おはようオオカミ おやすみコ オオカミとコヒツジは大の仲良
ヒツジ
し。ふたりの毎日を温かく描く、ほ
ベン・カウパース さく/のざかえつこ
やく/ふくだいわお え
くもん出版

1,260円

おばけ屋のおばけかぶ
あわたのぶこ 文/ただはるよし 絵

もくじ

小峰書店

1,050円

そらまめくんのぼくのいちに
ち

◆

小学校低学年

２〜 ３ページ

◆

小学校中学年

４〜 ６ページ

◆

小学校高学年

７〜１２ページ

◆

中学生

１２〜１６ページ

小学館

◆

高校生以上

１６〜１８ページ

このまえのにちようび

その他（対象が幅広い本）

１８〜２８ページ

◆

1

なかやみわ さく
880円
1

ターちゃんとルルちゃんのはな
し
たかどのほうこ 作・絵
アリス館
1,155円
2

んわか友情物語。
［対象 ①］
ISBN978-4-7743-0859-3
おばけをこわがる子どもがへり、
はたらきもののおばけたちは、は
けん会社をつくった!?
［対象 ①］
ISBN978-4-338-19210-1
そらまめくんと仲間達の楽しい一
日を描いた子供達に大人気！ベ
ストセラー絵本の新作。
［対象 ①］
ISBN978-4-09-726191-9
新しいなわとびを買ってもらった
ターちゃんと、道にまよったルル
ちゃんとの出会い。
［対象 ①］
ISBN978-4-7520-0053-2

静かな田舎のちいさいおうち。ま
わりがだんだん街になり・・。美し
バージニア･リー・バートン 文・絵/石 い名作絵本。
井桃子 訳
［対象 ①］
岩波書店
1,680円
ISBN978-4-00-110553-7

ちいさいおうち

ドラゴンは王子さま
茂市久美子 作/とよたかずひこ 絵
国土社

1,260円

岸辺のふたり

1,365円

せきゆうこ 作

元気なブタの男の子フンガくんの
楽しいくらしを鮮やかな色彩で描
いた心あたたまる絵本。
［対象 ①］
ISBN978-4-09-727089-8

フンガくん
国松エリカ 作･絵
1,323円

ポポおばさんとことりたち
おおしまりえ さく・え
大日本図書

1,470円

山ばとのポポおばさんと小鳥た
ちが楽しく暮らしていると…。思
いやりの心の絵本。
［対象 ①］
ISBN978-4-477-01897-3
まめつぶくらいの小さな子牛のま
めうしが家族と友だちと元気に遊
ぶユーモア絵本。
［対象 ①］
ISBN978-4-569-68070-5

わたしのえほん

まめうし
あきやまただし 作・絵
ＰＨＰ研究所

1,020円

なんでもぱくぱく食べちゃう不思
議な生きもの、ぱくちゃんが大活
躍！全4話を収録。
［対象 ①］
ISBN978-4-09-727488-9

ぱくっ

小学館

集英社

1,050円

浜田廣介 文/池田龍雄 絵

小学館

さくらももこ 絵と文

福音館創作童話シリーズ
かはたれ 散在ガ池の河童猫

ないたあかおに

1,124円
3

“まほうカード”“踊るマッチ箱”
“マラソン大会”…。子供時代のド
キドキ話が満載。
［対象 ②］
ISBN978-4-08-775208-3

あのころ

自分が悪者になって、赤鬼の願
いをかなえてやった青鬼。友達に
ついて考えるきっかけに。
［対象 ①］
ISBN978-4-03-302020-4

ひろすけ絵本 ２

偕成社

くいしんぼうのタニョリータ姫とド
ラゴンのきいくんとの、ゆかいな
ちえくらべ。
［対象 ①］
ISBN978-4-337-03015-2

子どもの河童が猫に姿を変えて
人間界にやってきた。そこで少女
と運命的な出会いが。
［対象 ②］
ISBN978-4-8340-2148-6

朽木祥 作/山内ふじ江 画
福音館書店

1,575円

マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット 作･
絵/ うちだややこ 訳
くもん出版

1,365円

声に出して読みたい日本語
齋藤孝 著
草思社

1,260円

うみのしほ 作/牧野鈴子 絵
1,365円

フォア文庫Ｂ
少女海賊ユーリ

なぞの時光石

みおちづる 作/永盛綾子 画
童心社

祇園精舎の鐘の声からガマの油
売りまで。名文、名句を集めた美
しい日本語の本。
［対象 ②］
ISBN978-4-7942-1049-4
母ちゃんが死んで変わってしまっ
た純兄ちゃん。その兄ちゃんのカ
ノジョに赤ちゃんが！
［対象 ②］
ISBN978-4-337-33059-7

純にいちゃんの赤ちゃん

国土社

岸辺で別れた父を想いながら、
少女の人生は流れて…。別れか
ら始まる、小さな物語。
［対象 ②］
ISBN978-4-7743-0653-7

588円
4

追いつめられた少女が強くね
がったとき、伝説の海賊船ユース
ティア号があらわれた！
［対象 ②］
ISBN978-4-494-02760-6

フォア文庫Ｂ
新シェーラひめのぼうけん

ふたりの

王女
村山早紀 作/佐竹美保 絵
童心社
588円

チム・ラビットのぼうけん
アリソン・アトリー 作/石井桃子 訳/
中川宗弥 画
童心社

1,575円

ピトゥスの動物園
サバスティア・スリバス 著/宇野和
美 訳/スギヤマカナヨ 絵
あすなろ書房 1,365円

フェアリー・レルム

ルビーとサファイアはふたごのお
ひめさま。ふたりは「虹の泉」のう
わさを聞いて・・・。
［対象 ②］
ISBN978-4-494-02769-9
子うさぎのチムの成長を温かくと
らえた珠玉の童話を、名訳と流
麗なさし絵でおくる。
［対象 ②］
ISBN978-4-494-01104-9
病気の友達を救うため、仲間が
考えたのは動物園づくり！スペイ
ンの国民的ベストセラー。
［対象 ②］
ISBN978-4-7515-1902-8

１

ジェシーは魔法の扉をみつけ、
妖精の王国へ。そこで、おばあ
エミリー・ロッダ 著/岡田好惠 訳/仁 ちゃんの秘密を知ることに。
科幸子 絵
［対象 ②］
童心社
840円
ISBN978-4-494-00966-4
金のブレスレット

現代っ子の魔女・キキは、黒猫ジ
ジと自立の旅にでます。そこでキ
キが始めた商売は？
［対象 ②］
ISBN978-4-8340-0119-8

福音館創作童話シリーズ

魔女の宅急便
角野栄子 作/林明子 画
福音館書店

1,575円

魔法のスリッパ
ディック・キング＝スミス 作/三原泉
訳/岡本颯子 絵
あすなろ書房 1,260円

緑の石食い虫
ベルンハルト・クナーベ 著/ミヒャエ
ル・ミクウス 絵/天沼春樹 訳
西村書店

1,050円
5

履くと力がみなぎり何でもできる
魔法のスリッパを手に入れたおじ
いさんの愉快な大騒動。
［対象 ②］
ISBN978-4-7515-1892-2

森のお店やさん
林原玉枝 文/はらだたけひで 絵
アリス館

1,365円

山男にうそをついた娘は次々に
殺された。うそをつかない3番目
の娘に山おとこは涙を流し…。
［対象 ②］
ISBN978-4-593-56203-9

山おとこのてぶくろ
松谷みよ子 文/田島征三 絵
ほるぷ出版

1,523円

怪談レストラン

幽霊屋敷レストラン
松谷みよ子 責任編集/ たかいよし
かず 絵
童心社

630円
ジン

ランプの精 イクナートンの冒険
Ｐ･Ｂ･カー 著/小林浩子 訳
集英社

1,785円

リトルバンパイア １

リュディガーとアントン
アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク
作/川西芙沙 訳/ひらいたかこ 絵
くもん出版

「おとや」「ぽけっとや」…森で動
物たちがすてきなお店を開いて
います。
［対象 ②］
ISBN978-4-7520-0109-6

819円

ロイヤルバレエスクール・ダ
イアリー １

テープレコーダーを持って幽霊屋
敷に入ったら、幽霊の声が！13
編の怖い話を収録。
［対象 ②］
ISBN978-4-494-00467-6
人間とジンと呼ばれる種族の血
を半分ずつ引く双子が大活躍す
る大型ファンタジー。
［対象 ②］
ISBN978-4-08-773417-1
友だちはバンパイア!?世界28カ
国で愛されているリトルバンパイ
アシリーズ第１巻。
［対象 ②］
ISBN978-4-7743-1119-7

名門バレエスクールを舞台に、
友達にささえられ、夢に向かって
アレクサンドラ・モス 著/阪田由美子 努力するエリーの物語。
訳
［対象 ②］
草思社
880円
ISBN978-4-7942-1521-5

石食い虫が街を食い尽くす！11
歳の少年が書いた作文が小説と
なって大ヒットした話題作。
［対象 ②］
ISBN978-4-89013-585-1
6

いのちあふれる川を舞台に、三
人の少年たちのきらきらとかがや
く夏休みを描きます。
［対象 ③］
ISBN978-4-7743-0630-8

川のいのち
立松和平 文/横松桃子 絵
くもん出版
科学まんが宇宙論 2

赤い満月の秘密
えびなみつる 著/渡部潤一 監修
旬報社

1,890円

赤毛のアン
モンゴメリ 著/フェルナンデス、ジェ
イコブソン 絵/西田佳子 訳
西村書店

1,890円

あさの絵本
谷川俊太郎 文/吉村和敏 写真
アリス館

1,470円

ダニエル・キイス文庫

アルジャーノンに花束を
ダニエル・キイス 著/小尾芙佐 訳
早川書房

840円

アンジェロ
デビッド・マコーレイ 作/千葉茂樹
訳
ほるぷ出版

1,470円

かくれ山の冒険
富安陽子 作
ＰＨＰ研究所

月食はなぜおこる？月と地球と
太陽のふしぎな関係や天体望遠
鏡のしくみも大公開。
［対象 ③］
ISBN978-4-8451-1007-0

トリイ･ヘイデン文庫

豊かな想像力をもつ赤毛の少
女、アンの成長を描く。親子で読
み継がれる名作の完訳版。
［対象 ③］
ISBN978-4-89013-894-4

とっておきのどうわ

ゆっくりと朝が明けていく様子を、
美しい写真と、心にひびくやさし
い文で語ります。
［対象 ③］
ISBN978-4-7520-0344-1

「自分の木」の下で

チャーリイはネズミのアルジャー
ノンと同じ脳手術を受け、超天才
へと変貌していくが…
［対象 ③］
ISBN978-4-15-110101-4
別れの最後の瞬間まで相手を思
いやる、壁塗り職人と一羽のハト
の感動的な交流。
［対象 ③］
ISBN978-4-593-50449-7
かくれ山という非現実の世界に
入り込んでしまった少年が、脱出
するまでのファンタジー。
［対象 ③］
ISBN978-4-569-68246-4

ＰＨＰ創作シリーズ

1,365円
7

1,260円

シーラという子
トリイ・ヘイデン 著/入江真佐子 訳
早川書房

760円

失敗を友達に見られるのが嫌な
内気な女の子が、けん玉大会の
ために一生懸命練習します。
［対象 ③］
ISBN978-4-569-68171-9

しっぱいのれんしゅう
宮川ひろ 作/藤田ひおこ 絵
ＰＨＰ研究所

998円

大江健三郎 著/大江ゆかり 画
朝日新聞社

1,260円

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 1,575円

吉田道子 作/佐竹美保 絵
1,365円

スガンさんのヤギ
アルフォンス･ドーデ 原作/エリック・
バテュー 絵/ときありえ 訳
西村書店

子供たちの素朴な疑問に、ノー
ベル賞作家がやさしく、思い出も
こめて答えるエッセイ。
［対象 ③］
ISBN978-4-02-257639-2
子ブタとクモのシャーロットの友
情を描いた物語。命の大切さを
伝える児童文学の傑作。
［対象 ③］
ISBN978-4-7515-1889-2
夢を追う朝子の両親は離婚寸
前。友人も夢を追う。夢と現実の
間でゆれる少女の心を描く。
［対象 ③］
ISBN978-4-337-33061-0

１２歳に乾杯！

国土社

暴力、貧困、虐待に蝕まれた
シーラが一人の教師と深い信頼
の絆で結ばれてゆく感動作。
［対象 ③］
ISBN978-4-15-110201-1

1,575円
8

命ってなんだろう？生きるってど
ういうこと？自由と命の意味を考
える不朽の名作。
［対象 ③］
ISBN978-4-89013-891-3

たいへん！ お母さんが入院。障
害のある大ちゃんを支える妹の
まい。家族愛の物語。
［対象 ③］
ISBN978-4-477-01646-7

大ちゃん
星あかり 作/遠藤てるよ 絵
大日本図書

1,470円

空で繰り広げられる天気の不思
議を、美しい写真で解説する、親
子で楽しむ気象の本。
［対象 ③］
ISBN978-4-7942-1424-9

楽しい気象観察図鑑
武田康男 文・写真
草思社

1,995円

科学まんが宇宙論 １

地動説の冒険
えびなみつる 著/渡部潤一 監修
旬報社

1,890円

チョッちゃん
石井宏 著
草思社

1,575円

哲ねこ 七つの冒険
飯野真澄 作/ＭＩＣＨＩＲＵ 絵
日本放送出版協会

2,205円

デルフトブルーを追って
中澤晶子 作/北山斗志 絵
国土社

1,365円

天才コオロギニューヨークへ
ジョージ・セルデン 作/吉田新一 訳
/ガース・ウイリアムズ 絵
あすなろ書房 1,575円
9

菜緒のふしぎ物語
竹内もと代 文/こみねゆら 絵
アリス館

1,365円

とりごえまり 文・絵
1,365円

地動説がよくわかる。はじめての
天体観測に役立つ知識が満載。
さあ、星を見に行こう！
［対象 ③］
ISBN978-4-8451-0995-1

福音館創作童話シリーズ

自分を犠牲にしながら我が子を
育てる野良犬チョッちゃんと、優し
い老夫婦の感動物語。
［対象 ③］
ISBN978-4-7942-1446-1

ハートボイス

ねこたちがプレゼントしてくれた、
親子で一緒に読んで考える哲学
ファンタジー！
［対象 ③］
ISBN978-4-14-005501-4
わずか一枚しか残されていない
はずの絵皿デルフトブルー。それ
がオランダにあると！
［対象 ③］
ISBN978-4-337-33056-6
ニューヨークの街で美しい音色を
響かせる音楽家。その正体は1
匹のコオロギだった！
［対象 ③］
ISBN978-4-7515-1897-7

ある日出会った、やせ細ったこね
こ。ねこをひろったときの、悩みや
よろこびを描く。
［対象 ③］
ISBN978-4-7520-0348-9

名なしのこねこ

アリス館

人形の旅立ち
長谷川摂子 著/金井田英津子 画
福音館書店

1,785円

ハードル

1,365円

真実と勇気の間で

青木和雄 作/木村直代 画
金の星社

ハードル

1,365円

２

吉富多美、青木和雄 作/四分一節
子画
金の星社

1,365円

ハッピーバースデー
命かがやく瞬間

題を抱えて苦しむ子どもたちのホ
ントのハートボイス。
［対象 ③］
ISBN978-4-323-02522-3
子どもたちが、大人が隠そうとす
る真実と、自らの勇気の間で迷
いながらも立ち上がる。
［対象 ③］
ISBN978-4-323-02530-8
いじめによる転落事故以来、麗
音は生きる気力を失った。ベスト
セラー『ハードル』続編。
［対象 ③］
ISBN978-4-323-06321-8

母の心ない一言で言葉を失った
あすかが、祖父母の愛や友の死
を経て成長していく物語。
［対象 ③］
ISBN978-4-323-02527-8

青木和雄 作/加藤美紀 画
金の星社

神社の楠の根もとに捨てられた
雛人形は、満月の夜、うろの中の
海に消えていきます・・・。
［対象 ③］
ISBN978-4-8340-0619-3

いつか翔べる日 いじめ、差別、受験…。様々な問

青木和雄 作/水野ぷりん 画
金の星社

少女と、古い屋敷のまわりに住む
ふしぎなものたちとの、心温まる
交流を描く。
［対象 ③］
ISBN978-4-7520-0337-3

1,365円
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ピーター・パン イン スカー
レット

ピーター・パンの物語が誕生して
100年、遂に続編が登場！大人
ジェラルディン・マコックラン 作/こだ も楽しめる物語です。
まともこ 訳
［対象 ③］
ISBN978-4-09-290534-4
小学館
1,995円

秘密の花園

新装版

バーネット 著/グラハム・ラスト 絵/
野沢佳織 訳
西村書店

1,890円

豊島ミホ 著
集英社

1,365円

無気力だったメアリが友達と出会
い、やがて生きる喜びを取り戻し
ていく感動の物語。
［対象 ③］
ISBN978-4-89013-895-1
野球少女ドーンは、父親の暴力

世界傑作童話シリーズ

新しい発見に満ちた濃密な日々
のなか、ゆっくりとオトナになる少
女を描いた連作集。
［対象 ③］
ISBN978-4-08-774806-2

夜の朝顔

夢を旅した少年

プラネット･キッドで待ってて におびえる親友を救うために、つ

アルケミスト

ジェイン・レズリー・コンリー 作/尾崎 いに行動を起こします。
愛子 訳/おおの麻里 画
［対象 ③］
福音館書店 1,785円
ISBN978-4-8340-0583-7

パウロ・コエーリョ 著/山川紘矢･亜
希子 訳

星空から来た犬
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著/原
島文世 訳
早川書房

1,785円

約束
村山由佳 著/はまのゆか 画
集英社

1,680円

山古志村のマリと三匹の子犬
桑原眞二、大野一興 著/ｉｋｋｏ 絵
文藝春秋

1,200円

福音館創作童話シリーズ

ユウキ
伊藤遊 作/上出慎也 画
福音館書店

1,365円
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星々の世界の住人シリウスは、
無実の罪で犬に変えられ、地球
へ追放された。
［対象 ③］
ISBN978-4-15-250026-7
現実よりも想像力が勝っていた
少年時代。10歳の少年たちの切
なくひたむきな友情小説。
［対象 ③］
ISBN978-4-08-774545-0

地涌社

1,529円

一番、一番！真剣勝負
朝青龍明徳 著
日本放送出版協会

1,680円

横綱朝青龍の、ハングリー精神
やひたむきさの源とは何だった
のか。本人が語る。
［対象 ④］
ISBN978-4-14-081084-2
博士少年を主人公に描く、心に
やさしく響く、川・少年小説の決
定版！
［対象 ④］
ISBN978-4-08-774772-0

今ここにいるぼくらは
川端裕人 著
集英社

羊飼いの少年サンチャゴは、あ
る日ピラミッドのそばで宝物を見
つける夢を見た・・・・。
［対象 ④］
ISBN978-4-88503-118-2

1,785円

実際に中学生に向けて語られ
た、仏教の「いちばん大切なこと」
がつまった一冊。
［対象 ④］
ISBN978-4-02-257710-8

中越地震当日、三匹の子犬を生
み、全村避難の中、１６日間を生
き抜いた母犬マリの感動実話。
［対象 ③］
ISBN978-4-16-366960-1

朝日新聞社

ケイタの前に現れる転校生は、
いつもユウキ。でも今度は長い
髪の不思議な少女だった。
［対象 ③］
ISBN978-4-8340-0629-2

歴史を変えた決定的瞬間の裏に
隠された人間ドラマを迫真のディ
スティーヴン・ウォーカー 著/横山啓 テールで再現する。
明訳
［対象 ④］
早川書房
1,890円
ISBN978-4-15-208654-9

梅原猛の授業 仏教
梅原猛 著
1,365円

カウントダウン・ヒロシマ
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風のシャトル
山崎玲子 作/和田春奈 絵
国土社

1,365円

小林研一郎とオーケストラへ
行こう
小林研一郎 著
旬報社

1,680円

転んだら、どう起きる？
宇梶剛士 著
大和書房

1,470円

河地和子 編著
朝日新聞社

1,575円

１３歳は二度あるか
吉本隆明 著
大和書房

1,470円

１７歳のオルゴール
町田知子 著
地湧社

1,575円

スローなユビキタスライフ
関根千佳 著
地湧社

世界には今も2700万人の奴隷が
いる。統計データから見えてく
ジェシカ・ウィリアムズ 著/酒井泰介 る。世界の本当の姿。
訳
［対象 ④］
草思社
1,680円
ISBN978-4-7942-1404-1

オーケストラってなに？イラスト
楽器紹介やおすすめ名曲など家
族でたのしむ音楽入門書。
［対象 ④］
ISBN978-4-8451-0993-7

千住真理子とコンサートへ行
こう

失敗から立ち上がるために―
恋、友達、大人になることについ
て著者が熱く語る。
［対象 ④］
ISBN978-4-479-39146-3
他人とうまくコミュニケーションが
取れない人に、「生きる力」がで
る提案が満載の一冊。
［対象 ④］
ISBN978-4-02-250208-7

１３歳からの自信力

1,260円
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世界を見る目が変わる５０の
事実

バトミントン部のカンナは亜矢と
ダブルスを組むことに。でも亜矢
は朝練にも来ない！
［対象 ④］
ISBN978-4-337-33054-2

千住真理子 著
旬報社

1,680円

１７年あるいは１３年おきに何億
匹も現れる不思議なセミ。１７・１
３という素数に隠された謎とは？
［対象 ④］
ISBN978-4-16-367230-4

素数ゼミの謎
吉村仁 著/石森愛彦 絵
文藝春秋

1,500円

空飛ぶ木 世にも美しいメルヘンと
寓話、そして幻想的な物語
ラフィク・シャミ 著/池上弘子 訳
西村書店

1,680円

朝日選書

脳性小児マヒによる不自由な体
で書いた直筆の文字が、生きて
いることの喜びを伝える。
［対象 ④］
ISBN978-4-88503-156-4

友だちいないと不安だ症候群
につける薬

ＩＴ技術によって、みんな誰もがつ
ながり合い自分らしい生活を送
れる未来を描いた物語。
［対象 ④］
ISBN978-4-88503-185-4

中学生からの作文技術
本多勝一 著
1,260円

齋藤孝 著
朝日新聞社

ナゲキバト

穏やかな中に風刺の効いた、し
たたかで温かい世界。ヘッセ賞
受賞作家による傑作短編集。
［対象 ④］
ISBN978-4-89013-566-0
語順、句読点の打ち方など、ベテ
ラン記者が培った作文の「技術」
をやさしく解説する。
［対象 ④］
ISBN978-4-02-259862-2

社会、経済、歴史の真実を見抜く
目を持とう。著者が「現代」を生き
るということを語る。
［対象 ④］
ISBN978-4-479-39123-4

朝日新聞社

ヴァイオリニスト千住真理子がコ
ンサートの楽しみ方、名曲の聴き
どころなど楽しく紹介。
［対象 ④］
ISBN978-4-8451-1002-5

1,260円
新装改訂版

ラリー・バークダル 著/片岡しのぶ
訳
あすなろ書房 1,365円
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「偏愛マップ」の活用で説く、子供
から大人まで役立つ「友だち力」
の具体的な処方箋。
［対象 ④］
ISBN978-4-02-250047-2
あの夏の日、親バトを撃ち殺した
少年は……。生きることの意味、
命の重さを伝える名作。
［対象 ④］
ISBN978-4-7515-2199-1

齋藤孝の天才伝

齋藤孝の人物伝シリーズ。日本
小説の基本をつくった、文豪の秘
密を独自の視点で解説。
［対象 ④］
ISBN978-4-479-79171-3

５

夏目漱石
齋藤孝 著
大和書房

1,470円

高草洋子 画・文
998円

平和への夢
バット・ヘン シャハク 原詩/「平和
への夢」出版委員会 著
ＰＨＰ研究所

1,260円

ＨＥＬＰ！キレる子どもたち
の心の叫び
青木和雄 著
金の星社

1,680円

1,365円

マーリー
世界一おバカな犬が教えてくれたこと

ジョン・グローガン 著/古草秀子 訳
1,500円

教育カウンセラーの著者が虐待・
いじめ5例を紹介し、子どもの心
の問題を浮き彫りに。
［対象 ④］
ISBN978-4-323-07017-9

仙女の呪いから長い眠りについ
たいばらひめ。有名なグリム童話
エロール・ル・カイン 絵/やがわすみ を幻想的な絵で。
こ訳
［対象 ⑤］
ほるぷ出版
1,260円
ISBN978-4-593-50055-0

デカくてやんちゃなバカ犬マー
リーとグローガン一家の笑いあ
り、涙ありの超感動エッセイ。
［対象 ④］
ISBN978-4-15-208764-5

歴史地図本 古代日本を訪ねる 地図から歴史が見えてくる！ 謎
奈良飛鳥
に満ちた「都」の秘密が見て読ん
でわかる。
［対象 ④］
ISBN978-4-479-39148-7

歴史探訪研究会 編
1,680円
15

１９９４年ルワンダで１００万人が
虐殺された中を奇跡的に生き抜
いた女性の衝撃の手記。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-569-65655-7

ＰＨＰ研究所

クマが冬眠から目覚めると、森が
工場に変わっていた。労働者とし
イエルク・シュタイナー 文/イエルク・ て働くはめになり…。
ミュラー 絵/おおしまかおり 訳
［対象 ④］
ほるぷ出版
1,470円
ISBN978-4-593-50080-2

大和書房

大和書房

１５歳の誕生日に自爆テロに巻き
込まれて亡くなった少女の残した
平和を願う“詩”の本。
［対象 ④］
ISBN978-4-569-68598-4

ぼくはくまのままでいたかっ
たのに……

早川書房

安京の鬼門、怨霊、栄華と陰謀。
千年の都がわかる。
［対象 ④］
ISBN978-4-479-39144-9

歴史探訪研究会 編

松吉の家に住むびんぼう神は一
家に大切にされて悩む。そこに疫
病神がやってきて・・・・。
［対象 ④］
ISBN978-4-88503-153-3

びんぼう神様さま

地湧社

歴史地図本 知って訪ねる京都 地図から歴史が見えてくる！ 平

生かされて。
イマキュレー・イリバギザ、スティー
ヴ・アーウィン 著/堤江実 訳

いばらひめ

1,680円

グリム童話

沖縄の島へ全部行ってみた
サー
カベルナリア吉田 文・写真
東京書籍

1,680円

沖縄の46の有人島、すべてに上
陸。その空気を吸い、人と触れ合
う脱力沖縄旅エッセイ。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-487-79963-3

日本屈指の科学者35人が語る、
最先端の研究内容や、仕事の魅
科学技術振興機構プレスルーム 編 力、将来像。
［対象 ⑤］
東京書籍
1,575円
ISBN978-4-487-80055-1

科学者になる方法

輝く星
ホピ・インディアンの少年の物語

ジョアン・プライス 著/北山耕平 訳
地湧社

1,680円
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19世紀に実際に起きた事件をも
とに、インディアンの少年と白人
男との友情の物語。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-88503-178-6

3人の少女達が語る、母娘間に
深く刻まれる愛と憎しみ。真実が
伝える感動がここに。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-487-80126-8

渋谷
藤原新也 著
東京書籍

1,575円

天国の五人
ミッチ・アルボム 著/小田島則子、
小田島恒志 訳
日本放送出版協会

1,470円

1,300円

小説の面白さ、楽しさを味わうた
めに、著者自身が用意したスペ
シャル・アンソロジー。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-16-359810-9

1,300円

時代のトップランナー村上龍の魅
力が一冊に。若い人に贈る著者
が選んだアンソロジー。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-16-359820-8

はじめての文学

村上春樹
村上春樹 著
文藝春秋
はじめての文学

村上龍
村上龍 著
文藝春秋

著者自身が用意したスペシャル・
アンソロジー。ばななワールド初
心者もファンも納得の一冊。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-16-359830-7

はじめての文学

よしもとばなな
よしもとばなな 著
文藝春秋

一瞬の事故で死んだエディが、
天国で五人の人物に出会い、た
どり着いたものとは？
［対象 ⑤］
ISBN978-4-14-005465-9

1,300円

田坂広志 著
くもん出版

1,260円

普及版

モリー先生との火曜日
ミッチ・アルボム 著/別宮貞徳 訳
998円

日本放送出版協会

一瞬の風になれ

第一部

イチニツイテ

佐藤多佳子 著
講談社

1,470円

みんな本を読んで大きくなった 2

いつでも本はそばにいる
朝の読書推進協議会 編
メディアパル

998円

井上ひさしの子どもにつたえ
る日本国憲法

講談社

シリーズ福祉のこころ １

イルカがくれた奇跡

忘れないで、今あなたが感じてい
ること。それが福祉のこころを育
てる大きな力なのです。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-8451-0768-1

福祉のこころ
一番ケ瀬康子 著
旬報社

1,575円
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難病に冒されたモリー先生との、
授業のテーマは、「人生の意味」
についてだった。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-14-081007-1

〜対象が幅広い本〜

史実とミステリー、過去と現在が
巧みに組み合わされた、衝撃の
エリザベス・コストヴァ 著/高瀬素子 歴史ミステリー。
訳
［対象 ⑤］
日本放送出版協会
1,785円
ISBN978-4-14-005493-2

ヒストリアン Ⅰ

なぜ、我々は志を抱いて生きる
のか。次代を担う子どもたちに贈
る渾身のメッセージ。
［対象 ⑤］
ISBN978-4-7743-0871-5

未来を拓く君たちへ

井上ひさし 文/いわさきちひろ 絵
1,000円

障害児とアニマルセラピー

カタリーナ・ツィンマー 著/今泉みね
子訳
白水社

1,890円
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多くの人を引きつける陸上青春
小説。何かに、夢中だった人全て
にこの話を贈ります。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-06-213562-7
内田康夫、大平光代他、「朝の読
書」で人気の作家が子どもの頃
の読書体験を語る33編。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-89610-064-8
憲法の前文と九条を井上ひさし
が翻訳。いわさきちひろの絵と共
に憲法を心で感じます。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-06-213510-8
障害をもつ少女とイルカとの交流
が奇跡を生んだ！動物観が一変
する事実満載の感動作。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-560-04974-7

うちの３姉妹 ３
松本ぷりっつ 著
主婦の友社

998円

えほんはともだち

海のいのち
立松和平 作/伊勢英子 絵
ポプラ社

1,260円

絵本 千の風になって
新井満 文/佐竹美保 絵
理論社

1,365円

超人気３姉妹の爆笑おっぺけぺ
劇場がついに3巻目に突入。家
族全員で笑って楽しめる！
［対象 ①②③④⑤］
ISBN978-4-07-255131-8

おはなし名作絵本

父の命を奪った巨大な魚を追う
ために漁師となった青年は、や
がて海の豊かさに気づく。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-591-04175-8

ワンカご自慢のエレベーターが
宇宙にとびだした！ 「チョコレー
ロアルド・ダール 作/クェンティン・ブ ト工場の秘密」続編。
レイク 絵
［対象 ②③④⑤］
評論社
1,260円
ISBN978-4-566-01414-5

大切な人と死に別れた人々の悲
しみを癒す、作者不詳の詩の誕
生が物語になりました。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-652-04032-4

考える練習をしよう

紀元前4000年の森…。運命の絆
で結ばれた少年と子オオカミが、
ミシェル・ペイヴァー 作/さくまゆみこ 巨大な悪に立ち向かう。
訳
［対象 ②③④⑤］
評論社
1,890円
ISBN978-4-566-02411-3
クロニクル千古の闇

１

オオカミ族の少年

おとなを休もう
石川文子 編
フロネーシス桜蔭社 発行

メディアパル 発売

1,470円

オリーブの海
ケヴィン・ヘンクス 著/代田亜香子
訳
白水社
普及版

1,680円

数の悪魔

エンツェンスベルガー 著/ベルナー
絵/丘沢静也 訳
晶文社

1,680円
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「ごんぎつね」等…小学校３・４年
生の国語教科書で採用頻度の
高かった作品20点を紹介。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-89610-734-0
バトミンオリーブが死んだ。おとな
しくて目立たない子だった。ふし
ぎなメモを残して…
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-560-02728-8
数学ぎらいがなおります。先生は
数の悪魔。数の世界をやさしくお
もしろく教えます。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-7949-6454-0

かたあしだちょうのエルフ
おのきがく 文・絵
ポプラ社

1,050円

ライオンと戦って片足をなくしたエ
ルフは子ども達を守って黒ひょう
と戦い永遠の命を。
［対象 ①②③］
ISBN978-4-591-00536-1

ロアルド・ダールコレクション ５

ガラスの大エレベーター

マリリン・バーンズ 著/マーサ・ウェ
ストン 絵/左京久代 訳
晶文社

1,733円

頭の中がこんがらがって何もか
もうまくいかない人へ。楽しみな
がら頭の筋肉をつけよう。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-7949-1951-9

放射性物質ラジウムを発見し、
二度のノーベル賞に輝いた女性
エーヴ・キュリー 著/河野万里子 訳 科学者の比類なき人生。
［対象 ④⑤］
白水社
2,310円
ISBN978-4-560-02613-7

キュリー夫人伝

恐るべき速度で進化し続けるい
じめの謎を解き、対処と解決法を
ズバリ提示する。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-591-09594-2

教室の悪魔
山脇由貴子 著
ポプラ社

924円

ギルガメシュ王ものがたり
ルドミラ・ゼーマン 文･絵/松野正子
訳
岩波書店

1,995円

銀のロバ
ソーニャ・ハートネット 著/野沢佳織
訳
主婦の友社

1,575円
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愛すること、信じることを知らない
ギルガメシュ王の、世界最古の
物語。ユニークな絵本。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-00-110617-6
本当の勇気とは。愛情とは何か
を問いかける、こころに深くしみ
いる寓話の傑作！
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-07-249797-5

草花とよばれた少女
シンシア・カドハタ 著/代田亜香子
訳
白水社

1,890円

グッドラック
アレックス・ロビラ 、フェルナンド・ト
リアス・デ・ベス 著/田内志文 訳
ポプラ社

1,000円

首七つ
ひろのみずえ 著
大日本図書

1,365円

光文社古典新訳文庫

クリスマス・キャロル
ディケンズ 著/池央耿 訳
光文社

440円

綿矢りさ 著
河出書房新社 1,050円

公園
荻世いをら 著
河出書房新社 1,050円
２

偕成社
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斉藤洋 文/広瀬弦 絵
理論社

1,365円

いつのまにか不可解な出来事に
巻き込まれていく少女たち。日常
にころがる恐怖を描く。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-477-01902-4

自分をまもる本

いじめられた子どもが元気を取り
戻す方法を具体的に示す本。大
ローズマリー・ストーンズ 著/小島希 人にもぜひ読んで欲しい。
里 訳
［対象 ②③④⑤］
晶文社
1,260円
ISBN978-4-7949-6238-6

守銭奴・スクルージはただの拝
金主義者か？いつの時代にも不
滅なクリスマス・ストーリー。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-334-75115-9

ジュディ・モードはごきげん
ななめ

佐賀のがばいばあちゃん
島田洋七 著
徳間書店

540円

『がばい』とは『すごい』の意味。
日本にはこんな『がばい』ばあ
ちゃんがいたんです！
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-19-892000-5

いじめ、もうがまんしない

1,365円

アイデアあふれる元気な女の
子、ジュディとなかまたちのとって
もゆかいな物語。
［対象 ②③］
ISBN978-4-338-20301-2

1,470円

事故で障害を負った著者が、筆
をくわえて描いた花々の詩画集。
そのやさしさが心を打つ。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-03-963290-6

メーガン・マクドナルド 作/ピーター・
レイノルズ 絵/宮坂宏美 訳
小峰書店
花の詩画集

鈴の鳴る道
星野富弘 著
偕成社

世界の縮図･公園からはじまる大
学生のぼくとオサノの終わりなき
移動。衝撃の問題作。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-309-01789-1

偕成社ワンダーランド １５

獣医の著者が保護した子狐は、

世界で一番いのちの短い国

感動のノンフィクション。
［対象 ②③］
ISBN978-4-03-507170-9

1,260円

石から生まれた猿、孫悟空の冒
険を人気童話作家が描いた東洋
発の最強ファンタジー。
［対象 ②③］
ISBN978-4-652-01147-8

天の巻

徳間文庫

子ぎつねヘレンがのこしたもの 目も見えず耳も聞こえなかった。
竹田津実 著/岩本久則 絵

西遊記 １

「運」と「幸運」の違いを描いた世
界的ベストセラー。魔法のクロー
バーをめぐる物語。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-591-08145-7

高校生のハツとにな川はクラス
の余り者同士。二人のゆくえは
…。第130回芥川賞受賞作。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-309-01570-5

蹴りたい背中

森の獣医さんの動物日記

太平洋戦争に運命をほんろうさ
れた、ある日系家族の愛ときずな
の物語。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-560-02743-1

精霊の守り人
上橋菜穂子 作/二木真希子 絵
偕成社

1,575円

シエラレオネの国境なき医師団

山本敏晴 著
白水社

1,470円
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精霊の卵を宿した皇子を守る、
女用心棒バルサ。壮大なスケー
ルで展開するファンタジー。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-03-540150-6
５歳になるまでに子どもの３分の
１が死んでいくアフリカの国で、懸
命に行う医療活動。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-560-04962-4

セブンパワーズ
アレックス・ロビラ 著/田内志文 訳
ポプラ社

1,000円

だいじょうぶだいじょうぶ
いとうひろし 作・絵
講談社

1,050円

ダレン・シャン 1

奇怪なサーカス

ダレン･シャン 著/橋本恵 訳
小学館

1,680円

ちいさな命がくれた勇気
キャシー・ケイサー 著/高橋佳奈子
訳
主婦の友社

1,680円

光文社古典新訳文庫

ちいさな王子
サン＝テグジュペリ 著/野崎歓 訳
光文社

580円

ちいさな天使とデンジャラ
ス・パイ
ジョーダン・ソーネンブリック 著/池
内恵 訳
主婦の友社

1,575円

地球にやさしいひとになる本
Ｇ･ブレ、Ｎ･トルジュマン、Ｌ･サン＝
マルク 作/永田千奈 訳
晶文社

1,470円
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若き騎士の冒険は、あなたの人
生へ続く−。ベストセラー『グッド
ラック』に続く新作。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-591-09505-8

ワンカ氏のお菓子工場は、世界
一有名。でもナゾがいっぱい。工
ロアルド・ダール 作/クェンティン・ブ 場の驚くべき秘密とは？
レイク 絵
［対象 ②③④⑤］
評論社
1,260円
ISBN978-4-566-01411-4

ぼくが不安な気持ちになるとおじ
いちゃんはいつもおまじないの言
葉で助けてくれた。
［対象 ①②③］
ISBN978-4-06-252863-4

日本の童話名作選

主人公の少年が親友の命を救う
ため、バンパイアになるというス
リル満点ファンタジー。
［対象 ③④］
ISBN978-4-09-290301-2

デルトラ・クエスト １
沈黙の森

ロアルド・ダールコレクション ２

チョコレート工場の秘密

雪の夜、子狐にひとりで手袋を買
いに行かせた母狐。親子の愛と
人との関わりを描きます。
［対象 ①②］
ISBN978-4-03-963310-1

手ぶくろを買いに
新美南吉 作/黒井健 絵
偕成社

1,470円

エミリー・ロッダ 作/岡田好惠 訳
岩崎書店

840円

王国を守る七つの宝石が奪われ
た！少年リーフは１枚の地図を
頼りに冒険の旅に出る。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-265-06151-8
竜堂ルナは、誕生日の夜、封印
されていた秘密を解かれ、妖怪
へのナビゲーターとなる。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-265-06352-9

第二次世界大戦下、ナチスに迫
害を受けながら希望を失わず勇
気を与えたノンフィクション。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-07-249107-2

フォア文庫Ｂ ２７７

本当の「王子」にやっと出会え
る。大人のための深い物語。決
定訳がついに出ました！
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-334-75103-6

光文社古典新訳文庫

5才の弟がある日、突然白血病
になった。少年のやさしさと勇気
が胸を打つ感動作。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-07-249113-3

トムは真夜中の庭で

岩波書店

自然を守り、健康に暮らすために
何をするべきか？楽しい絵と解
説･クイズで考えよう。
［対象 ①②③④］
ISBN978-4-7949-4733-8

少年フチは、父を救うため仲間と
共に首都に向かう。一行を待つ
イ･ヨンド 作/ホン･カズミ 訳/金田榮 壮大な抗争劇とは!?
路絵
［対象 ③④⑤］
岩崎書店
998円
ISBN978-4-265-05051-2

解かれた封印

妖界ナビ・ルナ １

池田美代子 作/琴月綾 画
岩崎書店

588円

友情、勇気、信頼、そして正義。8
歳から80歳までの子どもたちに
贈るケストナーの世界。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-334-75105-0

飛ぶ教室
ケストナー 著/丘沢静也 訳
光文社

500円

フィリパ・ピアス 作/高杉一郎 訳/
スーザン・アインツィヒ 絵
1,995円

ドラゴンラージャ１ 宿怨
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トムは真夜中にふしぎな少女と
友だちになり・・。歴史と幻想を織
りまぜたファンタジー。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-00-110824-8

星新一ショートショートセレクション１

ねらわれた星
星新一 作/和田誠 絵
理論社

1,260円

野ブタ。をプロデュース
白岩玄 著
河出書房新社 1,050円
光文社古典新訳文庫

初恋
トゥルゲーネフ 著/沼野恭子 訳
光文社

440円

羽根の鎖
ハンネレ・フオヴィ 作/クリスティー
ナ・ロウヒ 装画/末延弘子 訳
小峰書店

1,680円

パンダのポンポン
野中柊 作/長崎訓子 絵
理論社

1,260円

いたずら魔女のノシーとマーム １

秘密の呪文
ケイト・ソーンダズ 作/トニー・ロス
絵/相良倫子、陶浪亜希 訳
小峰書店

840円

ファーディとおちば
ジュリア・ローリンソン さく/ティファ
ニー・ビーク え/木坂涼 やく
理論社

1,470円
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ショートショートという分野の第一
人者、星新一の作品から18話を
収録。YA向き選集。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-652-02081-4

光文社古典新訳文庫

舞台は教室。プロデューサーは
俺。いじめられっ子は人気者にな
れるのか!?
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-309-01683-2

めくってびっくり短歌絵本 ４

トゥルゲーネフの自伝的中編。主
人公の告白をやわらかな語り口
調に変えた瑞々しい翻訳。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-334-75102-9

ヘンリエッタ

エレイサは、空高く舞うタカに惹
かれ、タカの足をつかもうと、だ
が鋭い爪で両目を奪われ・・。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-338-14417-9

プークが丘の妖精パック
キプリング 著/金原瑞人、三辺律子
訳
光文社

700円

ぺったんぺったん白鳥がくる
動物の短歌

穂村弘 編/青山明弘 絵
岩崎書店
1,470円

短歌は31音からなる短い歌。
ユーモラスな絵と解説で、かわい
い動物の短歌を楽しんで！
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-265-05264-6
最高の場所を見つけました。女
三人、ちょっと奇妙な共同生活。
静かないやしの物語。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-309-01790-7

中山咲 著
河出書房新社 1,050円

暴力から身をまもる本
Ｌ･ジャフェ、Ｌ･サン＝マルク 作/永
田千奈 訳
晶文社

英国の歴史の情景を生き生きと
描いたファンタジー。邦訳が待望
された児童文学の代表作。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-334-75121-0

1,260円

ロアルド・ダールコレクション １０

暴力に頼らず怒りをおさめる方法
や、暴力を振るわれたらどうすれ
ばよいかを詳しく解説。
［対象 ①②③④］
ISBN978-4-7949-4732-1

料理が得意でくいしん坊のポン
ポンはコックさん。動物たちの3つ
の料理のおはなし。
［対象 ②③］
ISBN978-4-652-00742-6

ロアルド・ダール 作/クェンティン・ブ
レイ ク 絵

女王を怒らせて魔女島を追放さ
れたノシーとマーム。たどりつい
たのは人間たちの住む街。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-338-21401-8

何かが足りない、それでぼくは足
りないかけらを探してる― 永遠
シルヴァスタイン 作/倉橋由美子 訳 のロングセラー
［対象 ①②③④⑤］
講談社
1,575円
ISBN978-4-06-112983-2

こぎつねのファーディとおおきな
木がつむぎだす、ちいさなちいさ
なあきのおはなし。
［対象 ①②］
ISBN978-4-652-00425-8

ぼくのつくった魔法のくすり

評論社

1,050円

意地悪で身勝手なおばあさん。
ジョージはとてつもない方法で仕
返しを思いついた―！
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-566-01419-0

ぼくを探しに

愛蔵版

星の王子さま

サン＝テグジュペリ 作/内藤濯 訳
岩波書店

1,680円
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「おとなは、だれも、はじめは子ど
もだった・・。」読む人の年齢によ
り幾通りもの読み方が。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-00-115561-7

みんな本を読んで大きくなった 3

本はこころのともだち
朝の読書推進協議会 編
メディアパル

998円

マーリン １

魔法の島フィンカイラ

Ｔ･Ａ･バロン 著/海後礼子 訳
主婦の友社

1,890円

ロアルド・ダールコレクション

１６

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
レイク 絵
評論社

1,470円

菊田まりこ、森絵都他、「朝の読
書」で人気の作家が子どもの頃
の読書体験を語る35編。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-89610-067-9
謎にみちたマーリンの少年時代
の秘密をあばく本格冒険ファンタ
ジー。
［対象 ①②③④］
ISBN978-4-07-239764-0
横暴な両親、凶悪な女校長。悪
どい大人たちに頭脳で対抗する
マチルダの痛快な大作戦。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-566-01425-1

モモ
ミヒャエル・エンデ 作･絵/大島かお
り訳
岩波書店

1,785円

家族で楽しむ科学のシリーズ

やってみよう化学
ジャニス・ヴァンクリーブ 著/小柴昌
俊 監修/結城千代子、田中幸 訳
東京書籍

1,785円

ひろのみずえ 著
1,575円

1,470円

野球選手松井秀喜の言葉から、
そこにあったドラマや、彼の哲学
を掘り下げる。
［対象 ④⑤］
ISBN978-4-487-79921-3

おはなし・ひろば １０

河出書房新社 1,050円

大学を辞め喫茶店で働き、向か
いの窓をのぞくことが日課の私
は、夜の街を徘徊する…。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-309-01737-2
絶望の淵からはい上がった〈奇
跡の教師〉が伝える、生きる力を
届ける言葉！
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-06-213672-3

ワニのライルのおはなし

松井秀喜５５の言葉
松下茂典 著
東京書籍
あかり

窓の灯

青山七恵 著

未来のきみが待つ場所へ
宮本延春 著
講談社

1,155円

みんな本を読んで大きくなっ
た
朝の読書推進協議会 編
メディアパル

998円
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赤川次郎、宮部みゆき他、「朝の
読書」で人気の作家が本との出
会いを語る３２編。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-89610-059-4

リボーンの森
岩永嘉弘、富川真 著/建築大好き
塾 監修
メディアパル

1,260円

ルルとララのおしゃれクッ
キー
あんびるやすこ 作・絵
岩崎書店
1,050円
１

ワニのライルがやってきた
バーナード・ウェーバー さく/
小杉佐恵子 やく
大日本図書

家族で一緒に、家庭にある道具
や材料を使って、楽しく化学のし
くみを学ぼう。
［対象 ②③④］
ISBN978-4-487-79980-0
千夏の前に現れた少年は、自在
に影を操り、悪らつな罠をしかけ
るが…。少年の正体は？
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-477-01879-9

闇ケ沼影伝説

大日本図書

時間どろぼうとぬすまれた時間を
人間にとりかえしてくれた女の子
のふしぎな物語。
［対象 ②③④⑤］
ISBN978-4-00-110687-9

1,529円

少年少女4人がさまざまな冒険や
事件に遭遇しながら成長していく
感動的な青春物語。
［対象 ③④⑤］
ISBN978-4-89610-076-1
ルルとララはお菓子屋さん。森の
動物たちが次々と訪れて…。一
緒に作れるレシピ付き！
［対象 ①②］
ISBN978-4-265-06260-7
プリムさんが引越してきた家には
大きなワニが！ なんとこのワニ
は芸達者でびっくり。
［対象 ①②］
ISBN978-4-477-16281-2
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