東日本大震災以後、家族の絆、地域の絆、そして人
と人とのつながりの大切さをあらためて実感した方が
多いのではないでしょうか。ひとりひとりの力は小さい
けれど、みんなで力を合わせることで大きなパワーを
生み出すものです。

Vol.8

「うちどく（家読）」は、読書という個人の営みを家族や
友達、親しい人々と共有することで、コミュニケーショ
ンを深めようという試みです。感想を語りあうことで、
また違った楽しみや発見があるものです。ひとりひと
りの感想を持ち寄れば、本の力が家族を育てる大き
なパワーになることでしょう。

※ 本ブックガイドは各カテゴリー別に出版社名の50音順に掲載しております。
※ 表記の定価は2011年10月現在の税込価格です。

新・どの本よもうかな？
うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2011.10.27)広告特集連動～

１・２年生

日本子どもの本研究会 編
国土社
「空はなぜ青いの？」「傷はどうし
て治るの？」など、子供達の疑問
に答える科学百科。新学習指導
要領対応。

週刊かがくる 改訂版

朝日新聞出版

500円

雑誌コード20761
人気の科学漫画サバイバルシ
リーズ最新刊。潮の満ち引
きなどの解説を交え、楽しみなが
ら知識も身に付く！

干潟のサバイバル ２
ゴムドリｃｏ． 文／韓賢東 絵
朝日新聞出版 1,260円

ISBN978-4-02-330989-0
おでかけの日に置いてけぼりに
されたぬいぐるみのほげちゃん
は、家の中で大あばれ！今、大
人気の楽しい絵本。

ほげちゃん
やぎたみこ 作
偕成社

1,050円

ISBN978-4-03-232370-2

犬たちをおくる日
この命、灰になるために生まれてきたん
じゃない

今西乃子 著／浜田一男 写真
金の星社
1,365円

犬たちの命を救うために奮闘す
る動物愛護センター職員の日常
を追い、命の尊さを問う感動ノン
フィクション。

2,835円

そうだったのか！
ＮＥＷＳ

ISBN978-4-337-25361-2

２１世紀

池上彰 著
集英社

1,575円

平安貴族の格好をした世にも奇
妙な転校生「たかこ」に話題騒
然！期待の大学生作家のデ
ビュー作です。

清水真裕 文／青山友美 絵
1,365円

ISBN978-4-494-02559-6

宇宙の迷路
香川元太郎 作･絵／縣秀彦 監修
PHP研究所

アメリカ同時多発テロからビンラ
ディン殺害、３・１１東日本大震災
と福島原発事故…。世界情勢を
徹底解説！
ISBN978-4-8342-5165-4

たかこ

童心社

小学校低学年向きのすぐれた本
１５０点を厳選、紹介したブックガ
イド。他に３・４年生／５・６年生の
巻きも刊行。

1,365円

「宇宙ステーション」「土星のリン
グ」などにある迷路を通り抜け、
かくし絵をみつけよう。迷路絵本
第８弾。
ISBN978-4-569-78160-0
ルーレットイレにロケットイレ、す
べりだいトイレ、トランポリントイレ
……こんなトイレ、あったらいい
な！

ぼくのトイレ
鈴木のりたけ 作・絵

ISBN978-4-323-06085-9

PHP研究所

室井滋の名前にまつわるユーモ
ラスなエピソードを、長谷川義史
が人情味豊かにおおらかに描い
た話題の絵本！

黒ネコジェニーのおはなし

エスター・アベリル 作・絵／松岡享子、
張替惠子 訳

なにも特技のない黒ネコのジェ
ニーはキャットクラブに入れませ
ん。でも、ご主人がスケート靴をく
れて…

ISBN978-4-323-07156-5

福音館書店

ISBN978-4-8340-2670-2

十歳のきみへ

篠塚かをり 作／安井淡 絵

すてられてしまったちいさな黄色いく
れよん。「ぼく、まだやくにたてます
よ。」旅にでたくれよんは、いろんなも
のをきれいな黄色にぬってあげて…

日野原重明 著

金の星社

ISBN978-4-323-00166-1

冨山房インターナショナル

しげちゃん
室井滋 作／長谷川義史 絵
金の星社

1,365円

ちいさなくれよん

1,260円
1

1,260円

ISBN978-4-569-78166-2

ジェニーとキャットクラブ

1,365円

今年で百歳になる著者が家族の
温かさ、平和の尊さをやさしく語
りかけ、命の大切さを考えるロン
グセラー。

九十五歳のわたしから

1,260円
2

ISBN978-4-902385-24-3

自然への畏敬の念、生きるため
の知恵を今、家族みんなで培っ
てほしい。春日大社元宮司から
のメッセージ。

にほんよいくに
葉室賴昭 著
冨山房インターナショナル

1,890円

父親が息子に伝える１７の大
切なこと
森浩美 著
双葉社

1,000円

あいさつの大切さ、友達のこと、
命の重さ…、『家族の言い訳』の
森浩美が贈るすべての“お父さ
ん”必読の一冊。
ISBN978-4-575-30275-2
卒業生へのメッセージが「心を揺
さぶる」と話題になった校長先生
が新たに書き下ろす「3.11」後を
生きるための言葉。

時に海を見よ
渡辺憲司 著
双葉社

ISBN978-4-905194-07-1

1,260円

ISBN978-4-575-30324-7

経済のこと よくわからないまま
社会人になってしまった人へ
－増補改訂版－

池上彰 著
海竜社

1,500円

ISBN978-4-7593-1108-2

政治のこと よくわからないまま
社会人になってしまった人へ
－増補改訂版－

池上彰 著
海竜社

1,575円

地震イツモプロジェクト 編著／寄藤
文平 絵
ポプラ社

ISBN978-4-591-12556-4

童心社

「鉄」はいろんな顔を持っていま
す。地球をつくり、命を作り出して
いる「鉄」の不思議をわかりやす
くひもときます。

つくろいものやはじめます

1,260円

鉄は魔法つかい
畠山重篤 著／スギヤマカナヨ 絵
小学館

1,365円

ISBN978-4-09-227152-4

加藤由子、馬場悠男、小野展嗣 他
監修・指導

「くらべる」ことは知識を実感に変
えること。楽しみながらくらべてみ
ましょう。新しい発見に出会えま
す!!

小学館

ISBN978-4-09-217232-6

もっとくらべる図鑑

1,995円
3

うまれてきてくれてありがと
う
にしもとよう ぶん／黒井健 え
1,365円

水沢いおり 作／石橋富士子 絵

ともだち

1,260円

江戸の町にある小さな店。そこ
は、裁縫箱の中身があやかしと
なって始めた店でした。楽しいお
話四編を収録。
ISBN978-4-03-516610-8

まねきねこ

松本聰美 作／白土あつこ 絵
国土社

生まれてくるためにお母さんを探
す赤ちゃんの物語。命が誕生す
る奇跡、大切な絆を親子で分か
ちあえる絵本。
ISBN978-4-494-00751-6

お江戸あやかし物語

偕成社

大人気！池上彰さんが、国会や
選挙のしくみ、各省庁の役割など
をわかりやすく解説。ひとめでわ
かる図解も満載。
ISBN978-4-7593-1214-0

地震のおこる可能性は、モシモで
はなくイツモ。大地震を経験した
人たちの知恵と工夫を集めた防
災ガイド。

親子のための地震イツモノート
キモチの防災マニュアル

経済の基礎知識を池上さんが徹
底解説！経済オンチが解消し、
世の中のしくみやお金との付き合
い方がわかる！

1,365円

会いたい人をよびよせる、ふしぎ
なまねきねこ。おねがいしたら、
すてきなともだちも、まねいてくれ
るかな。
ISBN978-4-337-33610-0

4

五人組が秘密基地を作ってプー

ヒミツノキズナ

ぼくたちは秘密基地をつくった ル･遊園地･お祭りで仲良く遊ぶ
木堂椎 文／ＨＥＲＯ 絵

…、友情っていいなと思える青春
ストーリー！

集英社

ISBN978-4-08-321038-9

651円

フランシス・ホジソン・バーネット 作／エセ
ル・フランクリン・ベッツ 絵／高楼方子 訳

想像力をいっぱいに働かせ、気
高く果敢に生きる少女セーラ。読
み継がれた古典が、新たな訳文
を得て蘇ります。

福音館書店

ISBN978-4-8340-2675-7

小公女

2,415円

秋に春の花をほしがる、わがまま
な女の子がスーのホテルに宿
泊。困ったスーはジャレットに相
談しますが…。

魔法の庭ものがたり１０

わがまま姫と魔法のバラ
あんびるやすこ 作・絵
ポプラ社

1,050円

ISBN978-4-591-12600-4
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