本で家族の会話してますか？
感動した本や面白かった本に出会ったとき、誰かに
話したくなりませんか？ まずは一番身近な家族に話
してみましょう。共感したり、まったく違う感想を持った
り、いろんな発見があるかもしれません。本の話から
どんどん話題も広がることでしょう。

Vol.3

お気に入りの一冊、落ち込んだときに励まされた
本、とにかく笑える本…。家族の思い出の一冊やおす
すめの一冊が増えますように。
～うちどく(家読）で読みニケーション～

２００７年１０月

※ 本ブックガイドは書名の50音順に掲載しております。
※ 表記の定価は2007年10月現在の税込価格です。

角野栄子の

うちどくにおすすめの本

ちいさなどうわたち１
角野栄子 作/佐々木洋子 絵

～朝日新聞(2007.10.27)広告特集連動～

ポプラ社

犬と私の10の約束
川口晴 著
文藝春秋

1,200円

いわたくんちのおばあちゃん
天野夏美 作/はまのゆか 絵
主婦の友社

1,575円

朝日文庫

梅原猛の授業 道徳
梅原猛 著
朝日新聞社

630円

絵本 星の王子さま
サンテグジュペリ 著/池澤夏樹 訳
集英社

1,785円

1,050円

おばけのアッチ、コッチ、ソッチ
は、ずーっとずっとみんなの人気
者！小さなおばけたちがくり広げ
る、とびきりゆかいなお話。
ISBN978-4-591-09497-6

母は子犬を見て「犬を飼う時に
は、犬と10の約束をして」と幼い
あかりに約束させた。犬と人の触
れ合いを描いた感動作！

もりやまみやこ 作/つちだよしはる
絵

きつねの子が、丸木橋のたもとで
きいろいばけつをみつけました
…。子ぎつねのばけつへの想い
をやさしくあたたかく描く。

ISBN978-4-16-326170-6

あかね書房

ISBN978-4-251-00693-6

きいろいばけつ

897円

実話にもとづくお話です。戦争な
んてずっと昔の話？ でも、ひょっ
としたら、「未来の話」になるかも
しれない…。

ソーニャ・ハートネット 著/野沢佳織
訳

オーストラリア児童図書賞受賞の
寓話の傑作。目立たずおとなしい
ロバが、誰よりも勇敢だったりす
るんだよ。

ISBN978-4-07-253304-8

主婦の友社

ISBN978-4-07-249797-5

教育勅語の批判から、儒教や仏
教、小説、そして生きとし生けるも
のを題材に、道徳とは何かをやさ
しい言葉で説く。

ことりは ことりは 木でねん
ね

銀のロバ

1,575円

チョン・スニ 作/松谷みよ子 訳

ISBN978-4-02-264411-4

童心社

池澤夏樹・新訳の新しい形の絵
本。親子で読める、声に出して読
める。絵本にすることで一層際立
つ言葉の本質、物語の骨格。

徳間文庫

ISBN978-4-08-299016-9

徳間書店

1,470円

ごらんよ、ことりさんは木でねん
ね…♪韓国で、むかしから歌い
つがれているこもりうたが、美し
い絵本になりました。
ISBN978-4-494-01096-7

佐賀のがばいばあちゃん
島田洋七 著
540円

昭和33年、佐賀に預けられた八
歳の少年と、がばい（すごい）祖
母との笑いと涙に溢れた貧乏生
活。映像化、舞台化で超話題!!
ISBN978-4-19-892000-5

どうやって作られてるの？食べた
らどうなるの？食の大切さ、社会
エリック・シュローサー他 著/宇丹貴 のしくみと問題点を、親子で考え
るための必読書。
代実 訳

アストリッド・リンドグレーン 作/石井
登志子 訳

世界中で愛される「子どもの本の
女王」リンドグレーン生誕百年の
年に贈る最新刊。親子で楽しめ
る、みずみずしい少女小説！

草思社

徳間書店

ISBN978-4-19-862385-2

おいしいハンバーガーのこわ
い話

1,365円

ISBN978-4-7942-1587-1

あまんきみこ ぶん/いわさきちひろ
え

節分の夜、豆まきの音がしない
一けん家にとびこんだおにのお
にたは、病気の母を看護する少
女に出会います。

ポプラ社

ISBN978-4-591-00529-3

おにたのぼうし

1,050円
1

サクランボたちの幸せの丘

1,470円

ジュリーの秘密
コーラ・テイラー 作/さくまゆみこ 訳
小学館

1,575円

ジュリーは、不吉な予感にふるえ
た。誰にも見えないものが見え
る、不思議な力をもつ少女ジュ
リーの勇気の物語。
ISBN978-4-09-290335-7

2

小学五年生
重松清 著

文藝春秋

1,470円

歴史とともに進化する国旗

苅安望 著
1,995円

朝比奈蓉子 作/金沢まりこ 絵
1,260円

翼はいつまでも
川上健一 著
集英社

1,680円

金の星社

認知症のおばあさんに、亡くなっ
た息子と思いこまれたタモツ。さ
まざまな人生を通して、家族や命
のたいせつさを語ります。

香川元太郎 作・絵
1,365円

ハードル

真実と勇気の間で

1,365円

ばすくん
みゆきりか 作/なかやみわ 絵
小学館

1,260円

ビートルズの曲を初めて聴いた
夜から、中学二年生の「ぼく」の
運命は変わった。冒険の小旅
行、そして初恋。少年小説の傑
作！
ISBN978-4-08-775291-5

ピース・ブック

1,260円

ISBN978-4-323-07056-8

The Peace Book

トッド・パール 作/堀尾輝久 訳
童心社
本朝奇談

ベストセラー創作絵本「ばすくん」
の新装版復刊作品。バスとして
の役割を終えた「ばすくん」の悲
しみと感動の物語です。

大人にこそ読んでほしい！そん
な子どもたちの声から生まれた
文芸書版。児童書と共に、親子
で読んで語り合ってほしい物語。

青木和雄・吉富多美 作
金の星社

事件か事故か!?大人たちが隠す
真実に、自分の目で見て心で感
じて、自分の信念で立ち上がる
子どもたち。武器は正義と勇
気！
ISBN978-4-323-02530-8

ISBN978-4-09-726279-4

ハッピーバースデー

ISBN978-4-03-727100-8

大ヒットシリーズ第1弾！迷路を
ぬけて、時代を旅しよう。大人気
のかくし絵もいっぱい。楽しみな
がら歴史が好きになる本。

時の迷路

ＰＨＰ研究所

ISBN978-4-16-325770-9

ISBN978-4-03-529550-1

たたみの部屋の写真展

偕成社

青木和雄・吉富多美 作/木村直代
画

全独立国ほか計２０６旗を掲載。
歴史を語る過去の旗も紹介。現
行旗の由来や言語、通貨など資
料も豊富で話題が広がります。

世界の国旗図鑑

偕成社

意外とおとなで、やっぱり子ども
の小学五年生。いじめ、転校、親
の離婚…。多感な時期の少年の
四季を描いた笑顔と涙の物語。

1,575円

「へいわって、あたらしいともだち
ができること」身近なところから平
和を考える、明るいイラストとリズ
ミカルな訳文の絵本。
ISBN978-4-494-02239-7
戦国時代の関東を舞台に、九郎
丸というカラス天狗の数奇な運命
を細やかな筆致で描いた、壮大
な歴史ファンタジー。

天狗童子

佐藤さとる 著/村上豊 画

ISBN978-4-569-68532-8

あかね書房

マーリー〔YA edition〕

ミシェル・ヌードセン さく/福本友美
子 やく/ケビン・ホークス え

いつも静かな図書館にライオン
が現れ、人々は大あわて。でも
心やさしいライオンは、すぐにみ
んなと仲良しに。ところが…。

岩崎書店

ISBN978-4-265-06817-3

早川書房

10代の気持ちがぎゅっと詰まった
言葉を、あさのあつこの人気作
品から集めました。大好きな人に
贈りたいメッセージブック。

なぜ戦争や貧富があるの？50の
切り口から世界のいまをわかり
ジェシカ・ウィリアムズ 著/酒井泰介 やすく解説。世界がぐっと身近
に、視野が大きく広がる書。
訳

ISBN978-4-569-68674-5

草思社

としょかんライオン

1,680円

なによりも大切なこと
あさのあつこ 著
ＰＨＰ研究所

1,050円
3

1,680円

ISBN978-4-251-09837-5

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
1,365円

マーリーはおバカな犬だけど、家
族の大切さ、生きることの素晴ら
しさを教えてくれた。楽しく読め
て、心に残るベストセラー。
ISBN978-4-15-208863-5

世界を見る目が
変わる50の事実

みんなで考えよう

1,470円

ISBN978-4-7942-1588-8
4

夜中に犬に起こった奇妙な事
件
マーク・ハッドン 著/小尾芙佐 訳
早川書房

1,365円

ISBN978-4-15-208795-9

ラークライト
フィリップ・リーヴ 作/松山美保 訳
理論社

となりの家の犬を殺したのは誰な
のか？自閉症の天才児が探偵と
なって大冒険をくりひろげる、世
界的ベストセラー！

1,890円

パイレーツは宇宙の果てから
やってくる！太陽系をかけめぐ
る、少年と海賊たちの奇想天外
なアドベンチャーがいまはじま
る。
ISBN978-4-652-07912-6

ミランダ・ジョーンズ 作/宮坂宏美
訳/サトウユカ 絵

まほうを勉強するジーニー・ス
クールへ、ワープ！そこでは、
ジーニーのなつかしい友だちや
先生との再会がまっていました。

ポプラ社

ISBN978-4-591-09875-2

ランプの精 リトル・ジーニー⑥

ジーニー･スクールへようこそ

840円

錬金術師を祖父に持つニーナは
錬金術の修行中｡ある日､祖父が
ムーニー・ウィッチャー 作/荒瀬ゆみ 何者かに殺されて、ニーナは闇
の錬金術師に立ち向かうことに｡
こ 訳/佐竹美保 絵

ルナ・チャイルド①
ニーナと魔法宇宙の月

岩崎書店

1,260円

ISBN978-4-265-06171-6
パリの裏路地に今なおひっそりと
息づく手の記憶。手作業による製
本の技術を守り続けるおじさんと
少女の心の交流を描く絵本。

ルリユールおじさん
いせひでこ 作
理論社

1,680円

ISBN978-4-652-04050-8
「松尾芭蕉はスパイだった？」「ブ
ランドものってどうして高いの？」
歴史から政治経済まで、「？」に
答えるビックリ社会誌。
※雑誌

週刊しゃかぽん
全50冊
朝日新聞社

490円

「うちどくブックガイド」 Vol.3
製作：株式会社トーハン「本・命プロジェクト」
発行：2007年10月
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