


「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

１～２ページ

３～４ページ

幼 児

小学
１・２年

・ いろいろはっぱ  
・ 詩ってなあに？  
・ チュウとチイの
　 あおいやねのひみつきち  

・ つちづくりにわづくり   
・ ぼく、ちきゅうかんさつたい  
・ まほうのゆうびんポスト  

７～８ページ

小学
５・６年

・ 青いスタートライン  
・ おれたちのトウモロコシ  
・ ジュビリー  
・ タイガー・ボーイ  
・ ながいながい骨の旅  

・ 奮闘するたすく

５～６ページ

小学
３・４年

・ アルバートさんと
 　赤ちゃんアザラシ  

・ キワさんのたまご　  
・ とうふやのかんこちゃん  
・ はたらく  

・ 発明家になった女の子  マッティ  
・ 春くんのいる家  

・ いただきますのおつきさま  
・ いろいろおてがみ
・ がっこうだってどきどきしてる  
・ きょうのおやつはなんだろな？  
・ ひとりになったライオン  
・ ぽちっとあかいおともだち  

９～10ページ
中学生

・ さよなら、田中さん  
・ 人間はだまされる  
・ １００時間の夜  
・ ぼくとベルさん  
・ 僕は上手にしゃべれない  
・ ラブリィ！  

し

ふんとう

はつめいか

はる



ｰ 1 ｰ ｰ 2 ｰ

幼　児

いただきますの おつきさま
鈴木 真実　作　   講談社

　おつきさまが やまのうえに おちてきまし
た。ちかづくと あまーい いいかおり。
　あつまってきた どうぶつたちは おいしそ
うな  おつきさまを  たべてしまうことに 
しました。

いろいろ おてがみ
えがしら みちこ　作　　小学館

　はなちゃんの いえの ポストには いろい
ろな もようの おてがみが とどきます。くろ
いもようや しましまもようの おてがみは
だれから きたのかな？ 
　おてがみが くるのを たのしみに まって
いる おんなのこの おはなしです。

がっこうだって どきどきしてる
アダム・レックス　文　クリスチャン・ロビンソン　絵
なかがわ ちひろ　訳　　ＷＡＶＥ出版

　「そうか ぼくは がっこうなんだね」
　できたての ぴかぴかの たてものは、こど
もたちを はじめて むかえる　がっこうでし
た。がっこうは どきどきしながら こどもた
ちを まっています。
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きょうの おやつは なんだろな？
ふじもと のりこ　作・絵　　鈴木出版

　さつまいも、にんじん、とうもろこし、お
もちに、こむぎこ、たまごに、ぎゅうにゅう。
　きょうの おやつは なあに? ママが おい
しくしてくれる。
　どんな おやつが できるかな？

ひとりになった ライオン
夏目 義一　文・絵　　福音館書店

　かぞくと はなれてくらす わかいライオン
は ひとりぼっち。おなかが すいても、シマ
ウマの こどもを うまくつかまえられません。 
　しっぱいしても いつか、おとうさんのよう
に つよくなれるかな。

ぽちっと あかい おともだち
コーリン・アーヴェリス　文　
フィオーナ・ウッドコック　絵　　福本 友美子　訳
少年写真新聞社

　ホッキョクグマの ミキは、まっしろい ゆき
のなかで、ちいさな あかいものを みつけま
した。それは、はじめてであった おんなのこ。
てをふって、いっしょに あそびたいのかな。
なかよく なれるかな。
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小学１･２年

いろいろ はっぱ
小寺 卓矢　写真・文　　アリス館

　たくさんのはっぱが あつまった。かたちや
大きさ、いろも みんなちがう。よく見ると、
なにかに にているよ。さいごは、だいちと ひ
とつになって、あたらしいはっぱが うまれる。
　こんどは、どんなはっぱに あえるかな。

詩って なあに？
ミーシャ・アーチャー　作　　石津 ちひろ　訳
ＢＬ出版　

　ダニエルは こうえんで、『詩の はっぴょう
かい』のポスターを 見ました。「詩って なん
だろう？」なかよしの どうぶつたちにきくと、
いろんなこたえが かえってきます。ダニエル
は、じぶんの詩が みつけられるでしょうか。

チュウと チイの
あおいやねのひみつきち
たかお ゆうこ　さく　　福音館書店

　まちの こうえんに すむ のねずみの きょ
うだい チュウとチイは、山の おばあちゃん
の家に とまりにいきます。
　ふたりは 山に ひみつきちを つくろうと
あちこち 見てまわりますが…。

やま

み

おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み

いえ

み

し



ｰ 3 ｰ ｰ 4 ｰ

まほうのゆうびんポスト
やまだ ともこ　作　　金の星社

　けんとが学校の かえりみちで 見つけた 
ふしぎなポスト。切手も 住所も いらないけ
れど、どこにだって とどけてくれる。手紙を
いれると パタパタパララ～ン　
　けんとの ねがいは とどくでしょうか？　

つちづくり にわづくり
ケイト・メスナー　文 
クリストファー・サイラス・ニール　絵　　小梨 直　訳
福音館書店

　はるになると、つちのなかでは むしたちが
トンネルをほったり つちをかきまぜたり お
おいそがし。ふかふかになったつちに わたし
たちは たねをまきます。たくさんの いきも
のといっしょに にわをつくっていくのです。

ぼく、ちきゅう かんさつたい
松本 聰美　作　　ひがし ちから　絵　　出版ワークス

　ぼくのしごとは、まわりのものを かんさつ
して、「ちきゅうかんさつたい」たいちょうの
おじいちゃんに ほうこくすること。でも、
たいちょうは びょうきで いつもねている。
たいちょうのベッドから みえるように、ぼく
は もらってきた ひまわりのたねを まいた。

がっこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み

きって　　　　じゅうしょ

てがみ
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小学３･４年

アルバートさんと赤ちゃんアザラシ
ジュディス・カー　作・絵　　三原 泉　訳
徳間書店

　旅先の海べの村で、アルバートさんは野生
のアザラシ親子に出会いました。しかし母親
アザラシがいなくなり、赤ちゃんアザラシは
ひとりぼっち。心配したアルバートさんは、
動物園に引き取ってもらおうとします。

キワさんのたまご
宇佐美 牧子　作　　ポプラ社

　養鶏を営むキワさんのたまごは絶品らし
い。サトシは「弁当屋アサヒ」をやっている
両親のために、たまご焼きづくりを計画しま
すが、キワさんのまぼろしのたまごをゆずっ
てもらうには、ある条件がありました。

とうふやのかんこちゃん
吉田 道子　文　　福音館書店

　かんこちゃんのお父さんは、とんがり山の
ふもとでおとうふやさんを始めました。でも、
なかなか自分のとうふ作りに自信がもてませ
ん。そんなとき、ちょっとふしぎなお客さん
があらわれました。

じぶん　　　　　　　　　　　　　　　　じしん

はじ
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はたらく
長倉 洋海　著　　アリス館

　世界中の子どもたちは、つらくても大人と
いっしょにいっしょうけんめいはたらきます。
　そして、家族や友だちと助け合い、生きるこ
とは楽しいことだと気づくのです。写真から
子どもたちのえがおがあふれています。

発明家になった女の子 マッティ
エミリー・アーノルド・マッカリー　作
宮坂 宏美　訳　　光村教育図書

　マッティとよばれた小さな女の子は、お父さ
んの工具を使って、家族のくらしに役立つ発明
を次々としました。ある日、通りかかった工場
で機関車をつくっているのを目にすると、大き
な鉄の機械に一瞬で心を奪われました。

春くんのいる家　
岩瀬 成子　作　　文溪堂

　４年生の日向は、両親が離婚して母と祖父
母の家でくらしています。そこへ、いとこで
中２の春くんが、祖父母の養子になってやっ
てきました。家族みたいだけど、よくわから
ない二人。ある日、ねこを飼うことになり…。

ぼ
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小学５･６年

おれたちのトウモロコシ
矢嶋 加代子　作　　文研出版

　田舎に引っ越してきた竜也。仲良くなった
真琴と健の三人で、夏休みの旅行を計画した
けどお金がない。農家の健のおじいさんが「ト
ウモロコシを作って売ったら。」といいますが、
なかなかうまくいきません。

ジュビリー
パトリシア・ライリー・ギフ　作　　
もりうち すみこ　訳　　さ・え・ら書房

　小さな島で、おばさんと暮らすジュディス
は、幼いころ、母親にすてられて声を出せな
くなりました。普通クラスでの新学期が始ま
っても、友だちと仲良くなれません。ある日、
母親からの手紙を見つけたジュディスは…。

青いスタートライン
高田 由紀子　作　　ポプラ社

　小５の颯太は、自分の居場所を見失い、自
信をなくしていました。そんな時、夏休みを
祖母の家で過ごすことになり、佐渡の海を
１キロ泳ぐ遠泳大会に挑戦します。そこでの
出会いと絆、心の成長の物語。

ま  こと　　 けん

いなか　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつや

おさな

ふつう
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ながい ながい 骨の旅
松田 素子　文　　川上 和生　絵　　講談社

　私たちの体の中には、骨があります。それ
をあたりまえだと思っていませんか？
　骨をもたなかった生きものが進化し、骨を
もつようになった歴史や、骨の重要な役割な
どを紹介します。

奮闘する たすく
まはら 三桃　著　　講談社

　５年生の佑は、夏休みに友だちの一平と、
デイサービスの様子をレポートしてほしいと
先生に頼まれます。認知症になった祖父に寄
り添い、ヘルパー見習いとして手伝いながら、
佑は介護について学んでいきます。

タイガー・ボーイ
ミタリ・パーキンス　作　　永瀬 比奈　訳　　
鈴木出版

　ニールは学校一聡明な生徒。周りの大人は
ニールが奨学金を得て進学することを望ん
でいます。でも、ニールは大好きな家族と離
れたくありません。悩むニールに、トラの子
が逃げ出したという話が舞い込みました。

そうめい
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中　学　生

さよなら、田中さん 
鈴木 るりか　著　　小学館

　母子家庭に育つ、しっかり者の田中花実。
親戚もいないし貧乏だけど、工事現場で働く
豪快でたくましい母と暮らす日々は、明るく
楽しい。そんな花実の周りで起こる日常を描
いた、連作短編集です。

１００時間の夜
アンナ・ウォルツ 作　野坂 悦子　訳　　フレーベル館

　オランダから一人で飛行機に乗ってニュー
ヨークにやってきた14歳のエミリア。そこ
で出会った少年少女と、史上最悪のハリケー
ン上陸の大停電の日々を過ごすことに。
　水道、電気、そしてインターネットも使え
ない100時間が始まります。

人間はだまされる
三浦 準司　著　　理論社

　あふれる情報と、どう付き合えばよいか？
ジャーナリストである著者が、報道に接す
る時に心得ておきたいこと、ネット時代の情
報メディアから入ってくるデータの嘘を見抜
くコツを教えてくれます。

たなかはなみ
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ぼくとベルさん
フィリップ・ロイ　著　櫛田 理絵　訳　　ＰＨＰ研究所

　エディは、数学は得意だが読み書きは苦手で、
文字が覚えられません。ある日、発明家のベル
さんと出会い、「できることを喜び、失敗して
もあきらめない」と励まされて、エディの世界
は広がっていきます。

はげ

僕は上手にしゃべれない
椎野 直弥　著　　ポプラ社　

　６歳でうまく話せないことに気付いた悠太。
中学の入学式の帰りにもらった放送部の勧誘
チラシに、悠太は目を奪われた。吃音だから
と我慢したり諦めたりしてきた自分は、もう
やめよう。一歩踏み出すんだ。

ゆうた

きつおん

がまん　　　　　　あきら

ラブリィ！
吉田 桃子　著　　講談社

　中２の拓郎は、親友の榎木と映画研究会を立
ち上げ、コンクールで特別賞を受賞します。主
演は、クラスでブスだと言われている涼子です
が、みんなには秘密です。
　見た目ってなんだろう？本当に大事なものは
どこにあるのだろうか。　

たくろう　　　　　　　　　　えのき

りょうこ

かんゆう

じょうず
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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
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　　　　　　　　常磐図書館

　　　　　　　　内郷図書館

　　　　　　　　四倉図書館

TEL 0246-22-5552

54-9257

62-7431

44-6218

45-1030

32-5980



この本よんだ？ 26

　発　行　日　　2018年３月  

　編集・発行　　いわき市立いわき総合図書館
　　　　　　　　　〒970-8026 
                              福島県いわき市平字田町120




