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「朝の読書」は25年を迎えました
1988年、千葉県の二人の高校教師によって始まった「朝
の読書」。授業が始まる前の10分間生徒と教師の全員
が好きな本を読むという、このシンプルな取り組みは、
25年を経て全国に広がり、現在27,000校を超える小・
中・高校で実践されています。
「朝の読書」は教室に落ち着きをもたらし、授業への集
中力が高まるなど、様々な効果を生んでいます。時代は
変わり、子どもたちを取り巻く環境が変化しても、「読書」
という営みが人々の心を豊かにし、生きる知恵を授けて
くれることに変わりはありません。毎朝の読書の習慣
が、子どもたちの想像力や探究心、好奇心を養い、思い
やりの心や他者理解、そして時に社会の厳しい現実を
知る機会となってほしいものです。
2013年10月

※ 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2013年10月現在の税込価格です。

「朝の読書」におすすめの本～朝日新聞(2013.10.26)広告特集連動～

もっと！考える力を育てるお
話366
PHP研究所 編
PHP研究所

かえってきたまほうのじどう
はんばいき
やまだともこ 作／いとうみき 絵
金の星社

1,155円

2,415円

世界の名作から伝記まで、子ど
もの知的好奇心や想像力を育て
るお話が満載の、読み聞かせに
ぴったりの一冊。
ISBN978-4-569-78347-5

ほしいものが何でも出てくる自動
販売機。噂が広まり、販売機の
前は大行列！大人気作、待望の
第2弾！

数千万年の間、地球の大変動に
耐えた木。日本から世界へ広が
アラン･セール 作／ザウ 絵／松島 り、人々を夢中にさせた、たくまし
い姿を描く。
京子 訳

ISBN978-4-323-07276-0

冨山房インターナショナル

イチョウの大冒険
-世界でいちばん古い木

1,890円 ISBN978-4-905194-47-7
まわりから嫌われていた怪獣が、
あることから変わっていきました。
＜こころ＞＜やさしさ＞とは、考
えてみよう。

WILLこども知育研究所 編／やまお
かゆか 絵

異次元のゆうえんちをめぐる冒
険物語を楽しみながら迫力満点
のめいろで遊べる絵本。人気シ
リーズ第2弾！

金の星社

ISBN978-4-323-07207-4

冨山房インターナショナル

バスのガイド“バスガエル”は自
慢ののどを披露できる憧れの仕
事。バスガエルになりたいクコの
成長物語。

ともだちはすんごくすんごく
おっきなきょうりゅうくん
リチャード・バーン 作／長友恵子
訳

小さな恐竜のフィンレーは大きな
恐竜に力ずくでおやつを奪い取ら
れてしまったが、その結末は意外
なことに。

ISBN978-4-333-02602-9

文化出版局

ISBN978-4-579-40461-2

クラスの腕ずもう大会のために、
泣き虫ジュンは、先生と朝練を開
始！あきらめない大切さを教えて
くれる物語。

ナポレオンが教えてくれたん
だ！
クラウディア・スフィッリ 作／ヴァレ
ンティーナ・モレア 絵／仲亮子 訳

小さく生まれたエミリオは、学校
でみんなの笑い者。みんなみた
いに大きくなりたいと悩み続けて
たある日・・・。

ISBN978-4-09-289737-3

文化出版局

ISBN978-4-579-40460-5

恐怖！ おばけやしきめいろ
ブック 絶叫ゆうえんちへようこそ

1,260円

バスガエル
戸田和代 作／シゲリカツヒコ 絵
佼成出版社

1,365円

ネバーギブアップ！
くすのきしげのり 作／山本 孝 絵
小学館

1,260円

かあちゃん取扱説明書
いとうみく 作／佐藤真紀子 絵

童心社

1,260円

1,680円 ISBN978-4-905194-62-0

1,365円

1,365円

ブリッタ・テッケントラップ 著・絵／森山
京訳

ISBN978-4-494-02033-1

ポプラ社

ISBN978-4-591-13493-1

童心社

ISBN978-4-494-01650-1
1

ひさまつ まゆこ 作・絵

いてくれたらあったかい。いなく
なってもあったかい。愛するひと
の死からまっすぐ響く、命のあた
たかみ。

常光 徹 責任編集／村田桃香、か
とうくみこ、山﨑克己 絵
714円

かいじゅう

かあちゃんのあつかい方をマス
ターすれば、こづかいだって、お
やつだってぼくの思いどおりにな
る!？

「怪談レストラン」の姉妹版ができ
ました！オバケの学校で、あなた
も怖～いお話を楽しく読んでみま
せんか？

怪談 オウマガドキ学園
①真夜中の入学式

やさしい

いのちの木

1,470円

アメリカから待ちに待ったキリン
がもうすぐくるというのに園長さん
は心配顔。いったい何が心配な
のでしょう。

キリンがくる日
志茂田景樹 著／木島誠悟 絵

ポプラ社

1,365円

ISBN978-4-591-13559-4
2

とことんトマトン
高山栄子 作／武田美穂 絵
理論社

1,260円

１年生のトマトンは、いつもニコニ
コ。でも家族だけが知っている別
の顔がある。カボちゃんシリーズ
姉妹編。

エヴァ・イボットソン 作／三辺律子
訳

５匹の犬と子どもたちが、本当の
居場所をさがす冒険の旅にで
る！物語を読む楽しさがたっぷり
つまった１冊。

ISBN978-4-652-20024-7

偕成社

ISBN978-4-03-744930-8

おいでフレック、ぼくのとこ
ろに

1,680円

ハイパーレスキュー

災害現場へ 東日本大震災、福島第一原発の
現場で活躍した災害救助のスペ
シャリスト部隊に密着取材。最新
特殊車両も紹介。

走れ！
深光富士男 文
佼成出版社
累計200万部突破のサバイバルシ
リーズ最新刊。手に汗にぎる物語を
読みながら、原子力の知識がつく！

原子力のサバイバル２
ゴムドリCo. 作／韓賢東 画
朝日新聞出版 1,260円

わらう

1,575円

ISBN978-4-333-02605-0

きいろオニ

梨屋アリエ 作／こがしわかおり 絵

ISBN978-4-02-331239-5

講談社

日本の神さまたちの物語

ゴムドリCo. 作／洪鐘賢 画

学校代表の小学生チームが実験大
会に出場。さまざまな課題に、どれだ
けユニークな実験をできるか競い合
う！

はじめての「古事記」
奥山景布子 著／佐嶋真実 絵

大人が読んでも大満足の「古事
記」入門書。編纂から１３００年。
稲羽の白ウサギ等、有名エピ
ソードを厳選。

朝日新聞出版 1,260円

ISBN978-4-02-331240-1

集英社

ISBN978-4-08-321132-4

実験対決13

学校勝ちぬき戦

物質の対決

1,260円

きいろなんて変なオニ？みんなと
なかまになりたいな。カラフルな
オニたちが活躍する、勇気と元気
が出るお話。
ISBN978-4-06-218422-9

630円

迷路絵本シリーズ第10弾！「鉄道
基地」や「豪華客船」などにある迷
香川元太郎 作・絵／小賀野実 監修 路を通りぬけ、かくし絵を見つけよ
う！

巨人なのにおちびで落ちこぼれ
の少年が、知恵と機転で国と家
族のピンチを救う！奇想天外で
ジャネット・フォクスレイ 作／ス
ティーブ・ウェルズ 絵／鹿田昌美 訳 ゆかいな物語。

PHP研究所

小学館

乗り物の迷路

1,365円

ISBN978-4-569-78313-0

大きい族の小さな少年

マンクル・トロッグ

1,575円

ISBN978-4-09-290529-0

みんなの家出
藤田のぼる 作／早川純子 画
福音館書店
女性ながら戦士になりたいと願う
少女アサギの成長を描いた、日
本古代の村をイメージした長編
ファンタジー。

アサギをよぶ声
森川成美 作／スカイエマ 絵
偕成社

1,470円

ISBN978-4-03-635810-6
3

1,260円

家出をテーマにした本をめぐって
小四のフミと作者が交わす手紙。
自分らしい生き方や居場所探し
を考える物語。
ISBN978-4-8340-2798-3

「朝の読書」と「うちどく（家読）」
「朝の読書」で読書の習慣がついている子どもたちの意見を取り入れ、
家族で本を読むことを提案した「うちどく（家読）」。読んだ本につ
いて面白かった内容や感じたことをみんなで話してみましょう。

4

ファン・ファリアス 作／堀越千秋 画
／宇野和美 訳

スペイン内戦下。いつのまにか忍
び寄り、人々の生活を侵していく
戦争のおそろしさを静かな筆致で
訴えかける。

福音館書店

ISBN978-4-8340-2764-8

日ざかり村に戦争がくる

「地震速報の見方は？」「備える
べき防災品は？」「家を守る耐震
池上 彰＋「緊急！池上彰と考える巨大 法は？」命を守るための正しい知
識を池上さんが説く！
地震」スタッフ 著
緊急! 池上彰と考える巨大地震
その時命を守るために・・・

海竜社

1,000円

ISBN978-4-7593-1328-4

源氏物語

1,260円

紫の結び（一）

荻原規子 訳
理論社

1,785円

現代のリズムにあったスピード感
あふれる新訳。紫の上を中心に
帖を再構築したみずみずしい源
氏物語。
ISBN978-4-652-20033-9

経済のこと よくわからないま 「株って何？」「銀行の役割は？」
ま社会人になってしまった人 いまさら人に聞けない素朴な疑
問に池上さんがやさしく解説。ひ
へ 増補改訂版
池上 彰 著
海竜社

と目でわかる図解満載！

1,500円

ISBN978-4-7593-1108-2

ＲＤＧ６ レッドデータガール
星降る夜に願うこと

荻原規子 著／酒井駒子 絵
KADOKAWA

1,785円

大人気ＲＤＧシリーズ、完結！泉
水子と深行は、誰も思いつかな
い道のりへ踏みだす。感動のラ
スト！！
ISBN978-4-04-110348-7

はやみねかおる 著／カスヤナガト
絵

人類滅亡を阻止するため、ミス武
蔵虹北のモナミと丸男が立ち向
かう。最後まで笑わせてくれる学
園ミステリー！

KADOKAWA

ISBN978-4-04-110301-2

モナミは宇宙を終わらせる？

1,470円

市川朔久子 著
1,470円

詳しくはうちどくホームページで…
http://www1.e-hon.ne.jp/content/uchidoku_top.html
または「うちどく」で検索

ISBN978-4-06-218452-6
「青葉おひさまの家」で暮らす４
人の小学生。大切な人との別れ
の日に向けて計画した、ある「作
戦」とは・・・？

世界地図の下書き
朝井リョウ 著
集英社

「朝の読書」は、ただ読むだけ。感想文を書いたりする必要はありません。
でも、どんな本を読んだか振り返ったり、同じ本を買わないように、またはもう
一度読みたいときに、記録を残しておくと便利です。
「うちどくノート」は家族で共有できる読書ノートです。
うちどくホームページから無料でダウンロードすること
ができます。

旅に出た母を待ちながら、論理（ろ
んり）は校庭に紙コップで星座を描
く。講談社児童文学新人賞受賞
後、待望の２作目！

紙コップのオリオン

講談社

読んだ本を忘れないために…

1,470円

ISBN978-4-08-771520-0
5
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学校で読みたい！「朝の読書」おすすめ本ガイド
製作：株式会社トーハン
発行：2013年10月

