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「この本よんだ？」は、
 　1992年より、その年に新しく出版された本の中から、

幼児、小学生（１•２年、 ３•４年、５•６年）、 中学生

向けの本を いわき総合図書館の職員が選定し紹介して

います。

本を選定するときに心がけていること
　フィクション 　（ものがたり）
　　• 楽しいもの

　　• わくわくするもの

　　• 気持ちがあたたかくなるもの

　　• 生きる力がわいてくるもの

　　• 感動するもの

　ノンフィクション （本当にあったおはなし）

　　• 事実がしっかり書いてあるもの

　　• ちがった見方を教えてくれるもの

　　• 新しい発見があるもの

　　• いのちを大切に扱っているもの

　おもしろい本がたくさんありますので、

　ぜひ、読んでみてください。 
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4 月 23 日は「子ども読書の日」

しょうかいする本

幼 児

小学
１・２年

・クジラ対シャチ
・こたえはひとつだけ 
・さいこうのスパイス 
・ちきゅうがうんちだらけに
　ならないわけ
・とうふができるまで 
・ひまわり    

・１はゴリラ 
・うまれたよ！カタツムリ 
・カラスのスッカラ 
・しろちゃんとはりちゃん 
・バナナのはなし 
・パンめしあがれ  
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小学
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・命のバトン
・奇跡はつばさに乗って
・翼のはえたコーヒープリン
・時をつなぐおもちゃの犬
・追跡！なぞの深海生物
・ふたり   
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・いしのはなし
・うちは精肉店
・ただいま！マラング村
・チェロの木
・ねことテルと王女さま 
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中学生

・紙コップのオリオン
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幼    児

うまれたよ！カタツムリ
武田 晋一　写真　　ボコヤマクリタ　構成・文　　
岩崎書店
　
　カタツムリの おかあさんが、まるいちにち か
けて、１００このたまごを うんだよ。30にち
め、あかちゃんカタツムリが たまごの からのな
かから つぎつぎに でてくる。カタツムリの せ
いちょうと くらしがわかるよ。

カラスのスッカラ
猫野 ぺすか　絵　　石津 ちひろ　作　　佼成出版社　
　
　カラスのスッカラ めをさましたら、かあさん
カラスが どこにもいない。
　あわてたスッカラ あちこちさがす。
　「ぼくのかあさん どこですカァ～？」

１はゴリラ
アンソニー・ブラウン　さく　　岩波書店
　
　ゴリラが１ オランウ－タンが２ そしてワオキ
ツネザルが10 みんな ぼくたち にんげんの な
かま。いろんなサルたちが でてくるよ。かぞえ
てみよう。
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バナナのはなし
及川 賢治　絵　　伊沢 尚子　文　　福音館書店
　
　バナナを れいぞうこに いれると くろくなる
こと しってる？ バナナの はなって みたことあ
る？ かわにできる くろいぽつぽつは なんだろ
う？
　あまくて おいしい ばななのひみつ。

パンめしあがれ
高原 美和　絵　　視覚デザイン研究所　さく　　
視覚デザイン研究所
　
　メロンパン、あんパン、クロワッサン。おいし
そうな パンが いっぱい。トマトや レタスを は
さんだ ハンバーガーは、しばふのうえで めしあ
がれ。フライドポテトや ジュースも いっしょに
ね。

しろちゃんとはりちゃん
たしろ ちさと　作・絵　　ひかりのくに
　
　しろちゃんと、はりちゃんは、だいの なかよ
しです。ところが、えびカレーに するか、たま
ごカレーに するかで おおげんか。とうとう、 
はりちゃんは いえを でていって しまいまし
た。なかなおり できるかな？
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こたえはひとつだけ
立原 えりか　作　　すずき出版
　
　モミが生まれて、ユミはおねえちゃんに なり
ました。おかあさんも おとうさんも、モミに つ
きっきりです。「赤ちゃんなんか、いなければい
いのに。」すると、黒いマントの男が、まどから 
モミをつれて行ってしまいました。どうしよう。

さいこうのスパイス
亀岡 亜希子　作・絵　　ＰＨＰ研究所
　
　どんなりょうりを たべても「まずい」という 
ぼっちゃんのため、リスは ひょうばんのシェフを 
つれてきます。でも、どんなじしん作にも、ぼっ
ちゃんは「まずい。」シェフは、さいこうのスパ
イス「おいしい草」をとりにいきますが、がけか
らおちて しまいました。

たい

クジラ対シャチ ―大海原の決闘―
高田 三郎　絵　　本木 洋子　文　　新日本出版社
　
　かあさんクジラと 子クジラは、エサがいっぱ
いの つめたい海を めざします。しかし、そこに
は、おなかをすかせた 海のおうさま シャチが、
子クジラがくるのを まちかまえていたのです。

小学１・２年
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とうふができるまで
―すがたをかえるたべものしゃしんえほん１―
宮崎 祥子 構成・文　　白松 清之　写真　　岩崎書店
　
　とうふは なにから できているのだろう。あさ
はやくから はじまる とうふやさんの おみせの
なかを みせてもらおう。どんどん かたちが か
わっていく。ほうら、ふわふわのもめんどうふの 
できあがり。

ひまわり
荒井 真紀　文・絵　　金の星社
　
　ちいさな たねから めをだした ひまわりは、
たいようを おいかけて、むきをかえながら、お
おきくなっていきます。はなが さきました。ひ
とつにみえる おおきなはなは、どんなつくりを 
しているのでしょうか。

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ
松岡 たつひで　さく　　福音館書店
　
　ぼくは イヌ。ぼくのウンチは ひろってもらえ
るけど、さかなや どうぶつや むしたちの ウン
チは そのまま。
それなのに、どうして ウンチだらけに ならない
の？
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うちは精肉店
本橋 成一　写真と文　　農文協　
　
　北出さん家族は、子牛をりっぱな肉牛に育て、
その牛を精肉にして売ることを仕事としていまし
た。
　生きものが、どのように食べ物に変わるのかを
教えてくれます。

ただいま！マラング村
ハンナ・ショット　作　　徳間書店
　
　ツソはアフリカのタンザニアにすむ男の子。あ
るばん、ツソはお兄ちゃんと、夜中におばさんの
家をにげだし、大きな町に行こうとしました。と
ころが、次の日に出るバスをいっしょに待ってい
たはずのお兄ちゃんと、はぐれてしまって…。本
当にあったお話です。

せいにくてん

もとはし　せいいち

にくぎゅうきたで

せいにく

いしのはなし
─きれいでふしぎでやくにたつ、ちいさなちきゅう─
シルビア・ロング　絵　　ダイアナ・アストン　文　　
ほるぷ出版
　
　うちゅうからやってくる いし、ふるい いし、
おおきな いし、ちいさな いし、やくにたつ い
し、どうぐになった いし、なんどもかたちをか
える いし。ふしぎな いしの おはなしです。

小学3・4年



ｰ 6 ｰ

がっき

ねことテルと王女さま
クライド・ロバート・ブラ　さく　　長崎出版
　
　ひたいにハートの模様がある黒ねこは、心やさ
しい青年テルと出会い、幸せにくらしていまし
た。あるひ、黒ねこは 煙突そうじの男ケッチに
つかまり、魔法のほうきとして働かされます。黒
ねこは、テルと再会できるでしょうか？

春の海、スナメリの浜
中山 聖子　作　　佼成出版社
　
　由良は、春休みを一人暮らしのおばあちゃんの
家ですごすことになりました。おばあちゃんと
いっしょに、海に泳ぐスナメリを観察しに行って
も、楽しくなかった由良でしたが、水族館のスナ
メリとの出会いで、体がふわりと軽くなるのを感
じたのです。

チェロの木
いせ ひでこ　作　　偕成社
　
　少年のおじいさんは、森の木を育てる仕事、そ
して とうさんは、木からバイオリンやチェロを
作る楽器職人です。とうさんが作ったチェロは、
チェリストのパブロさんのお気に入りで、その 
演奏会で響いたバッハに、少年は、心をうばわれ
ました。
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えんそうかい　　ひび

もよう
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奇跡はつばさに乗って
源 和子　著　　講談社
　
　アメリカの、同時多発テロ事件現場に、多くの
千羽鶴がかけられました。その祈りの意味をたど
るうち、原爆で命を落とした貞子が祈ったツルと
出会うことができました。この小さなツルが、世
界平和を願うかけ橋となったのです。

翼のはえたコーヒープリン
西村 友里　作　　国土社
　
　絵里のパパは、ケーキ屋なのにコーヒープリン
しか作れません。ある日、着ぐるみを着ているパ
パを 友だちに見られ、はずかしくて たまりませ
ん。でも、パパが病院のボランティアをしている
ことがわかり…。

え　り

ひがしにほんだいしんさい

せん ば づる

さ だ こ

命のバトン
─津波を生きぬいた奇跡の牛の物語─
堀米 薫　文　　佼成出版社
　
　東日本大震災の大津波が近づく中、宮城県農業
高等学校の教師たちは、生徒が育てていた牛を助
けました。生きぬいた牛の命は、被災した人たち
の大きなはげましになっていきます。

小学５・６年
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ゆうじんせんすいちょうさせん

かすみ

ひみつ

じゅんいち

ほうかい  ぎ   み

追跡！なぞの深海生物
藤原 義弘　ＪＡＭＳＴＥＣ（海洋研究開発機構）写真・文
野見山 ふみこ　文　　あかね書房
　
　深海とは、水深200メートルより深い海のこと
で、太陽の光も届きません。有人潜水調査船がで
きて、はじめて深海のようすや、さまざまな形の
ふしぎな生物が生きていることがわかりました。

ふたり
福田 隆浩　著　　講談社
　
　もうすぐ小学校を卒業する准一。クラスは以前
から崩壊気味で、転校してきた香澄は、みんなか
らいじめを受けている。そんなふたりが、同じ作
家を好きなことがわかり、図書館で作家の秘密を
探し始めたところ…。

時をつなぐおもちゃの犬
マイケル・モーパーゴ　作　　あかね書房
　
　チャーリーが犬といっしょに海岸で遊んでいる
と、やってきた男の人に声をかけられました。
「今、この犬をマンフレートって呼ばなかったか
い？」その人は、チャーリーのママのことも、住
んでいる農場のことも知っていました。
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カントリーロード
坂口 正博　著　　ＢＬ出版
　
　中学２年の５月、浩紀は父親の転勤で 山あい
の小さな田舎町に転校しました。同級生は７人だ
け、クラブは 嫌いな野球部しかない。放課後、
野球部の見学のため 校庭へ出ると、さっそく事
件は起こりました。

グレゴール・メンデル
―エンドウを育てた修道士― 

ジョン・Ａ・スミス　絵　　シェリル・バードー　文　
ＢＬ出版　
　
　貧しい家庭に育ちながら、勉強に励むメンデ
ル。父親と母親の特徴が どのように子どもに受け
継がれるのかを、エンドウ豆の実験によって証明
しました。その発見が、遺伝学の基礎となる『メ
ンデルの法則』となります。

ひろき

さ　く　こ

紙コップのオリオン
市川 朔久子　著　　講談社
　
　かあさんが、短い書き置きを残して旅に出てし
まった。ガラッと変わってしまった生活。
　一方、学校では、消しゴムを拾おうとして、
うっかりあげた手で、「創立20周年記念行事」
の実行委員に立候補した形になってしまい…。

中  学  生
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モッキンバード
キャスリン・アースキン　著　　ニキ リンコ　訳
明石書店
　
　ケイトリンは絵が得意で本が大好きな、発達障
がいの女の子です。たった一人の理解者だったお
兄ちゃんを、銃乱射事件で失ってしまいました。
　アスペルガー症候群であるケイトリンの思い
と、目に映る現実。

ランドセルは海を越えて
内堀 タケシ　写真・文　　ポプラ社
　
　アフガニスタンの子どもたちは、戦争状態が続
く中で、家族や将来のこと、そして命のことを真
剣に考えて生きています。
　日本で使われなくなったランドセルには、子ど
もたちのあふれる笑顔が待っています。

マリアンは歌う
ブライアン・セルズニック　絵
パム・ムニョス・ライアン　文　　光村教育図書
　
　マリアンの人々の胸を打つ歌声は、100年に
一人と言われましたが、黒人であるというだけ
で、本格的に歌を学ぶこともできません。それで
も誇りを失わず、あの舞台に立つ日を夢見て、心
を込めて歌い続けます。
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保護者の皆さんへ

　読書は、子どもたちに豊かな感性や情操、そして思いやりの心を 
育む大切な営みのひとつです。子どもたちが、すてきな本と出会い、
読書に親しみ、その楽しさを数多く味わうことで、より心豊かな
人間に育つと言われています。
  
　ここにご紹介しました本は、いわき市の各図書館に備えてあり
ます。

　ご家族での図書館のご利用を心からお待ちしております。

いわき市立いわき総合図書館

　　　　　　　小名浜図書館

　　　　　　　　勿来図書館

　　　　　　　　常磐図書館

　　　　　　　　内郷図書館

　　　　　　　　四倉図書館

TEL 0246-22-5552

TEL 0246-54-9257

TEL 0246-62-7431

TEL 0246-44-6218

TEL 0246-45-1030

TEL 0246-32-5980
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