
出版文化産業振興財団（JPIC)の「中学生・高校生の
読書実態と意識に関する調査」によると、家族と本に
ついて会話するのは47 4％（よく会話する 9 1％ ときついて会話するのは47.4％（よく会話する：9.1％、とき
どき会話する：38.3％）、一方友人と本について会話
するのは15ポイント以上高い62.8％（よく会話する：
17.2％、ときどき会話する：45.6％）という結果が出て
います。

2010年は国民読書年です。家族でもっと本の話をし
ませんか？
リビングなど家族が集うスペースに本を置いて、話題
にするだけでも「うちどく」です。互いの興味を知り、共
感したり、たまには意見が違ったりしたりして、家族の
会話が広がることを願っています

Vol.6
会話が広がることを願っています。
　
                                                       2009年10月
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※

※ 表記の定価は2009年10月現在の税込価格です。

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。
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梯久美子 著

昭和二十年夏、僕は兵士だっ
た

金子兜太・大塚初重・三國連太
郎・水木しげる・池田武邦。『散る
ぞ悲しき』の著者が綴る感涙の
戦争

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

梯久美子 著

1,785円 ISBN978-4-04-885021-6

かがくるBOOK

新型ウイルスのサバイバル１
各国の子どもたちを夢中にさせ
ているベストセラー。ウイルスの
解説など、医学の知識も付く科学ゴムドリ 著/韓賢東 絵

いつもいっしょに

こんのひとみ 作/ いもとようこ 絵

角川書店発行 / 角川
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発売

戦争ノンフィクション。

うさぎのために毎日世話をするく
ま。ところが、うさぎはにこにこし
ているだけ。不安になってきたく

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

朝日新聞出版 1,260円 ISBN978-4-02-330456-7 金の星社 1,470円 ISBN978-4-323-01374-9

朝日ジュニアシリーズ

週刊 マンガ日本史

解説など、医学の知識も付く科学
漫画。

ゴムドリ 著/韓賢東 絵 こんのひとみ 作/ いもとようこ 絵

ハードル3
卑弥呼からマッカーサーまで学
習指導要領に沿った日本史人物
を、46人の有名マンガ家が魅力

自分の背中にも友だちの背中に
も悲しみの殻がある。いじめ問題
とコミュニケーションの大切さを

ているだけ。不安になってきたく
まは…。

吉富多美 作/四分一節子 画

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

朝日新聞出版 490円 ※雑誌 金の星社 1,470円 ISBN978-4-323-06328-7

宇宙に秘められた謎
宇宙人はいるのか？　最新の宇
宙研究とともにホーキング博士
が、君を再び宇宙へいざなう冒ﾙｰｼｰ＆ｽﾃｨｰｳﾞﾝ・ﾎｰｷﾝｸﾞ 作/さくまゆ

決定版 心をそだてる これだけは読んでお

きたい

日本の名作童話

を、46人の有名マンガ家が魅力
的に描く!!

こんな面白い物語を知らなかっ
たなんて！伝えたい、贈りたい、
未明、賢治など、子どものための

とコミュニケ ションの大切さを
伝える感動作。

吉富多美 作/四分一節子 画

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

講談社編

岩崎書店 1,995円 ISBN978-4-265-82012-2 講談社 2,940円 ISBN978-4-06-215695-0

江國香織 著/山本容子 銅版画

雪だるまの雪子ちゃん

が、君を再び宇宙へいざなう冒
険物語！

野生の雪だるま雪子ちゃんは好
奇心旺盛。一緒に暮らす百合子
さんとの毎日を楽しく描く 著者

ﾙｰｼｰ＆ｽﾃｨｰｳ ﾝ・ﾎｰｷﾝｸ  作/さくまゆ
みこ 訳

日本の名作童話 未明、賢治など、子どものための
文学作品25話！

いとしの犬ハチ
「ハチ公」の実話をいもとようこが
絵本に！　駅で主人を待ちつづ
けた秋田犬ハチ… 次代に伝えいもとようこ 作 絵

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

偕成社 1,575円 ISBN978-4-03-643060-4 講談社 1,575円 ISBN978-4-06-132407-7

ホットケーキ  できあがり！

南條竹則 著 茂 井武 絵

ドリトル先生 アフリカへいく
「ドリトル先生」が絵本になりまし
た。伝説の画家・茂田井武が慈
愛あふれるタッチで描いていた

ホットケーキは何でできてるの？
ジャックは麦を刈り、牛乳をしぼ
ります 食育にも役立つ「おい

江國香織 著/山本容子 銅版画 さんとの毎日を楽しく描く。著者
初の長編童話。

リ ク カ 作 サ ビ

けた秋田犬ハチ…。次代に伝え
たい絵本です。

いもとようこ 作・絵

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

偕成社 1,470円 ISBN978-4-03-348180-7 集英社 1,575円 ISBN978-4-08-781408-8

キーパー経験者のオッサがサッ
カー部に加入した。が、つまらな
いミスの連続でチ ムメイトに不

サッカーボーイズ14歳
蝉時雨のグラウンド

南條竹則 著 /茂田井武 絵

「岳物語」から25年。アメリカに住
む息子の岳に子どもが生まれる
という変化が 椎名家の物語 新

大きな約束

愛あふれるタッチで描いていた
幻燈絵。

ります…。食育にも役立つ「おい
しい」絵本。

エリック・カール 作/アーサー・ビ
ナード 訳

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

1,575円 ISBN978-4-04-873961-0 集英社 1,260円 ISBN978-4-08-771281-0

1 2

角川書店発行 / 角川
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発売

いミスの連続でチームメイトに不
満が募る。

はらだみずき 著 という変化が。椎名家の物語、新
章スタート。

椎名 誠 著

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～

1 2

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2009.10.27)広告特集連動～



どうする どうする あなのな
か
木村裕一 著/ 高畠 純 絵セシ・ジェンキンソン 著/ 斎藤静代 訳

2匹の腹ぺこ山猫が3匹の野ねず
みを追いかけていくと全員穴に
落ちました。穴からはでられな

ママ・ショップ 母親交換取次店
嫌いなママを交換できるお店が
あるって、知ってた？　僕は希望
通りのママを手に入れて、大満

ずだ

主婦の友社 1,680円 ISBN978-4-07-266531-2 福音館書店 1,365円 ISBN978-4-8340-2366-4

木村裕  著/ 高畠 純 絵

居眠り磐音 江戸双紙30

侘助ノ白（わびすけのしろ）

佐伯泰英 著

セシ ジェンキンソン 著/ 斎藤静代 訳

本当に怖い「ケータイ依存」
から我が子を救う「親と子の
ルール」

春風駘蕩の如き磐音が許せぬ
悪を討つ書下ろし痛快長編時代
小説。平成の大ベストセラーシ

落ちました。穴からはでられな
い。どうする！足のはずだったのに…。

禁止するだけじゃ意味がない！
ネットいじめ、メール依存、プロフ
問題―深刻なケータイの闇に親

主婦の友社 1,365円 ISBN978-4-07-268760-4 双葉社 680円 ISBN978-4-575-66387-7

皇太子が朗読した詩や谷川俊太
郎の詩をはじめ、子供たちが自
分の地力で成長できるよう、親と

ぼくのパパ、スニーカーだったこ
とがあるんだって!!　ファンタジー
の名手、角野栄子氏による最新 ドロシー・ロー・ノルト著

パパのおはなしきかせて

角野栄子 著/ オームラトモコ 絵

親から子へ伝えたい17の詩
うた

佐伯泰英 著ルール」
藤川大祐 著

小説。平成の大 ストセラ シ
リーズは只今第30巻。

問題 深刻なケ タイの闇に親
子で向かい合う本。

小学館 1,050円 ISBN978-4-09-289781-6 双葉社 1,050円 ISBN978-4-575-29859-8

分の地力で成長できるよう、親と
して投げかけたい17編。

の名手、角野栄子氏による最新
幼年童話。

ドロシー・ロー・ノルト著角野栄子 著/ オームラトモコ 絵

朝のこどもの玩具箱
おもちゃばこ

あさのあつこ 著

街で、山村で、狐の森で、宇宙の
果てで―明日、おとなになるこど
もたち。希望きらめく6篇の小説

くろくんとなぞのおばけ
おばけのしわざ？　くれよんたち
がつぎつぎにつれさられ、くれよ
んのくろくんが足あとをたどってなかやみわ 作・絵

童心社 1,260円 ISBN978-4-494-02545-9 文藝春秋 1,260円 ISBN978-4-16-328250-3

幽霊屋敷レストラン

松谷みよ子 他 著/ たかいよしか

夢をかなえるサッカーノート
自己に克ち、勝負に勝つ中村俊
輔のノート術のすべて。これを見
て一人でも多くの人が勇気を出中村俊輔 著

あさのあつこ 著 もたち。希望きらめく6篇の小説
の玩具箱。

んのくろくんが足あとをたどって
いくと…。

ようこそ「怪談レストラン」へ。怖く
ておもしろいお話をたくさん用意
しております どうぞご賞味くださ

なかやみわ 作・絵

童心社 630円 ISBN978-4-494-00467-6 文藝春秋 1,500円 ISBN978-4-16-371740-1

スーパー物知り小学生クス子が
生まれて初めて知ったこととは

？ 小学生に大人気！ 令丈

わたしはなんでも知っているぱら ぴた ぽん

松谷みよ子、他 著/ たかいよしか
ず 絵

ウ タ さく 令丈 子 作 カタ ト 絵

ちがう動物の頭と体の組み合わ
せを144種類楽しめます。子ども
の想像力を引き出すファンタジ

て一人でも多くの人が勇気を出
してくれるなら。

中村俊輔 著しております。どうぞご賞味くださ
い。

ＰＨＰ研究所 1,890円 ISBN978-4-569-68960-9 ポプラ社 1,050円 ISBN978-4-591-11040-9

続・時の迷路

…？　小学生に大人気！　令丈
ヒロ子の最新作童話。

母親がいなくなった息子と父親。
母の思い出を語り合う中で少し
ずつ心を通わせ 新しい 歩を

ラウラ・スタニョ さく

『時の迷路』に続く歴史がデーマ
の迷路絵本。家族で一緒に楽し
め 明治 昭和の勉強にもなり

令丈ヒロ子 作/カタノトモコ 絵の想像力を引き出すファンタジー
な絵ずかん。

大きな大きな船

ＰＨＰ研究所 1,365円 ISBN978-4-569-68945-6 ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-11081-2

ずつ心を通わせ、新しい一歩を
踏み出す。

長谷川集平 作

3 4

香川元太郎 作・絵 め、明治～昭和の勉強にもなり
ます。

3 4



のろのろひつじとせかせかひ
つじ
蜂飼 耳 作/ ミヤハラヨウコ 絵

性格はちがっても仲よしのひつじ
2匹。いっしょに過ごした楽しい
日々。だけど…。詩人はじめての
童話

理論社 1,260円 ISBN978-4-652-01311-3

蜂飼 耳 作/ ミヤハラヨウコ 絵
童話。

少年の木 希望のものがたり

マイケル・フォアマン 作・絵/ 柳田

柳田邦男氏が翻訳！　いのちの
再生を描く珠玉の絵本。鉄条網
をこえてつながる「破壊されない

岩崎書店 1,470円 ISBN978-4-265-06818-0

アイドル女優が変装して普通の
高校に転入するロマンティックコ
メディ。米国のベストセラーシリー

マイケル・フォアマン 作・絵/ 柳田
邦男 訳

転校生は、ハリウッドスター

をこえてつながる「破壊されない
もの」とは？

ジェン・キャロニタ 著/ 灰島かり 松

小学館 1,575円 ISBN978-4-09-290516-0

メディ。米国のベストセラーシリー
ズ第1巻。

ジェン・キャロニタ 著/ 灰島かり、松
村紗耶 訳

ベラスノアとキックオフ！
親父はサッカーの英雄だったが
八百長を疑われ地元を去った。
が 11年ぶりに帰ってきた親父片平直樹 作/ 平澤朋子 絵

福音館書店 1,260円 ISBN978-4-8340-2459-3

三国志 １ 桃園の誓い

小前 亮 作 中山け し 画

劉備、関羽、張飛の三人が、い
ま立ち上がる！　中国を舞台に
描く壮大な歴史スト リ シ

が、11年ぶりに帰ってきた親父
はワニの姿に！

片平直樹 作/ 平澤朋子 絵

理論社 940円 ISBN978-4-652-07231-8

小前 亮 作/ 中山けーしょー 画 描く壮大な歴史ストーリー。シ
リーズ第1弾!!
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