


「この本よんだ？」は、
　2018 年に出版された こどもの本の中から、いわき

総合図書館の職員が、幼児、小学生（低学年１・２年、

中学年３・４年、高学年５・６年）、中学生の皆さんに

読んでほしい、オススメの本を選び 紹介しています。

本を選ぶときに心がけたこと
　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。

　ぜひ、読んでみてください。 
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幼　児

きりん きりん
武鹿 悦子　詩　   高畠 純　絵　　リーブル

　はてなくひろがる サバンナでくらす、
キリンをテーマにした 詩のえほんです。
　みあげるぼくと、みおろすキリンのあいだ
に、ゆらゆらとながれる じかんとくうきを
たのしみましょう。

さとやまさん
工藤 直子　文　　今森 光彦　写真　　アリス館

　はる　ひかりふりそそぎ
　なつ　おひさま ぎんぎら
　あき　すきとおる　あおぞら
　ふゆ　こなゆき　ふわふわ
　さとやまさんに　あいにいこう

どしゃぶり
おーなり 由子　ぶん　　はた こうしろう　え
講談社

　あついひ、まっくろい くもが ちかづいて、
あめが ふりだした。そらと じめんの におい。
あめが  いろんなおとで うたっている。はしって、
とんで けとばして いっしょにあそぼう。
　みんな びっちょびちょ いいきもち！

し
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ねむりどり
イザベル・シムレール　作　　河野 万里子　訳
フレーベル館

　さあ、ぼうけんに でかけましょう。あぶない
かも と おもったら  あわてず  そこから
はなれること。やわらかな  ばしょへは
おもいきって すべりこんで。ねむりどりが
ゆめのせかいへ つれていってくれます。

ひよこのピケキョ
ジャニーン・ブライアン　さく　　ダニー・スネル　え
ひこ・田中　やく　　東京書店

　たまごから  三わのひよこが「ピヨ！」。
　でも、さいごにうまれた  ピーちゃんだけ
「ピケキョ！」。かあさんも  きょうだいたちも
ちがうといいます。そこで、ピーちゃんは
せかいじゅうを  みてまわることにしました。

めん たべよう !
小西 英子　さく　　福音館書店

　うどんやさん、スパゲッティやさん、
おそばやさん、ラーメンやさんでは
なにをたべる？きつねうどん、ナポリタン、
ざるそば、しょうゆラーメン。おいしそうなめんの
りょうりが  たくさんでてきて、まよっちゃうかも。
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小学１･２年

アニマルズ　生きもののおどろき 120
エマ・ドッズ　ぶん　　マーク・アナピナール　え
福岡 伸一　やく　　ポプラ社

　この本には、どうぶつやこんちゅうに
まつわる 120の豆ちしきが書かれています。
　わたしたち人間とは ちがうことばかり！
いきものとしぜんの ふしぎを楽しもう。

うずらかあさんとたまご
島野 雫　さく・え　　教育画劇　

　うんだばかりの たいせつなたまごが、
ころがっていってしまい、あわてておいかけた 
うずらかあさん。「どうしたの？」と
こえをかけてくれたのは、なんと、ヘビさん、
カラスさん、オオカミさんでした。

王さまのスプーンになった
おたまじゃくし
さくら 文葉　作　　佐竹 美保　絵　　PＨP研究所

　くいしんぼうのおたまじゃくしは、王さまが
いつも  ごちそうを食べていると聞いて、
りっぱなスプーンになることに きめました。
　王さまが、おたまじゃくしのスプーンで 
スープをすくおうとすると…。

た　　　　　　　　　　　　 き

おう

ほん

まめ　　　　　　　　   か

にんげん

たの
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ワタナベさん
北村 直子　作　　偕成社

　ワタナベさんは、なべひとつで りょうりを
つくる めいじんです。
　ちゃんこなべ　ロールキャベツ　カレー。
　あさから ばんまでおおいそがし。
　ところが さいごのおきゃくさんの
ちゅうもんに こまってしまいます。

ねこの商売
林原 玉枝　文　　二俣 英五郎　絵　　福音館書店

　おまんじゅうやの幸福堂は、お客が少なくて
こまっています。ある日、「ねこのて おかし
します　まねきねこ派遣協会」のはり紙が
ありました。店の主人が電話すると、一ぴきの
かわいい三毛ねこがやってきました。

フランクリンの 空とぶ 本やさん
ジェン・キャンベル　ぶん　ケイティ・ハーネット　え
横山 和枝　やく　　BL出版

　フランクリンは、本がだいすきなドラゴン。
まちの人たちにも  本をよんでもらいたいと
フランクリンは思っていますが、そのすがたを
みると  みんなは こわがってしまいます。
　ある日、フランクリンは  森で  ひとりの
女の子と  であいます。

こうふくどう　　　　　  きゃく　  すく

ひ

は  けんきょうかい　　　　　　　　  かみ

みせ　　しゅじん　  でん わ

み   け

ひと

おも

ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もり

おんな　　こ

しょうばい

そら　　　　　ほん
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小学３･４年

石はなにからできている？
西村 寿雄　文　　武田 晋一　写真　　岩崎書店

　石ころは 地球のかけら。
　川原や海岸で見かける身近な石を、手ざわりや
色合いでわけ、何からできているのか、
なぜ地球にはいろいろな石があるのかを
考えます。

おれから もうひとりのぼくへ
相川 郁恵　作　　岩崎書店

　友だちと遊ぶ約束をして、公園に向かって
いた小学４年の智。そこにとつぜん、智と
そっくりの男の子が自転車で現れて、正面から
ぶつかりそうになりました。その時から、
智は今までと、どこかちょっとちがう世界に。

きくち駄菓子屋
かさい まり　文　　アリス館

　10歳の浩介は、母さんと二人で新しい町に
引っ越してきました。なかなか友達ができない
浩介は、ある日、古くさい駄菓子屋を
見つけます。おくの方にいるじいちゃんは、
じろっと浩介を見ているだけ…。

さい　　こうすけ

だ　が　し　や

ちきゅう

か  わら　 かいがん　　　　　　　　　　み  ぢか

やくそく

さとし
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子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピータース　文　　もりうち すみこ　訳
さ・え・ら書房

　トリュフは、近所の農場で生まれた小さな
ぶた。ジャスミンがトリュフの世話をして、
元気に育て、捜査ぶたとしての訓練をします。
　ところが、クリスマスイブの夜、預かっていた
モルモットが逃げ出して…。

たかが犬、なんて言わないで
リブ・フローデ　作　　木村 由利子　訳　　文研出版

　ヤーコブがかわいがっていた犬のブスターが、
急に死んでしまいました。両親はすぐに
新しい犬を飼おうといいますが、ブスターの
ことが忘れられません。
　夏休み、海辺の村にやってきたヤーコブは、
ある朝、見知らぬ犬に出会いました。

ぼくのなまえは へいたろう　
灰島 かり　作　　殿内 真帆　絵　　福音館書店

　へいたろうは、じぶんのなまえがきらいです。
「むかしの人みたい」と、クラスの子に
からかわれるからです。
　そこで、へいたろうは、いろいろな人に
なまえについて、話を聞くことにしました。

のうじょう

せ　わ

そうさ　　　　　　　　　　　　　くんれん

あず

に

りょうしん

か

わす

うみべ



ｰ 7 ｰ

小学５･６年

キリンの運びかた、教えます
岩貞 るみ子　文　　講談社

　岩手から東京へお嫁に行くキリンを運ぶ。
日本からイギリスまで866両の鉄道車両を
運ぶ。治療を続けながら、こども病院の中身を
丸ごと運ぶ。「運ぶ」プロたちが挑んだ、
３つのプロジェクトの舞台裏を紹介。

兄ちゃんは戦国武将！
佐々木 ひとみ　作　　くもん出版

　小学５年の春樹には、大学を中退し、
音信不通だった兄・夏樹がいる。その兄から、
自分は今、宮城県や仙台市をPＲする
「おもてなし集団　杜乃武将隊」のリーダー・
伊達政宗として活躍していると書かれた
手紙が届いた。

カーネーション・デイ
ジョン・デヴィット・アンダーソン　著　　久保 陽子　訳
ほるぷ出版

　クラス担任のビクスビー先生が、病気の
治療のために突然学校をやめることに…。
　先生の「理想の最後の日」をかなえようと、
トファー、ブランド、スティーブの三人は
学校をぬけ出した。

ちりょう

いど

はる  き

なつ  き

せんだい

もり の   ぶ しょうたい

よめ

だ　て まさむね
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流星と稲妻
落合 由佳　著　　講談社

　体の大きな善太は、小柄な宝と剣道の
試合をし、あざやかな「抜き胴」を決められ、
負けてしまう。しかし、２人は、剣を交える
うちに互いをかけがいのないライバルとして
意識するようになり…。

ジャーニー　国境をこえて
フランチェスカ・サンナ　作　　青山 真知子　訳
きじとら出版

　戦争が始まり、なにもかもがめちゃくちゃに
なった。安心してくらせる国をめざして、
母と子は旅を続ける。森や海や国境をこえて、
たどりついたところは…。移民や難民の
人々の、ふるさとへの強い思いが伝わってくる。

ぼくらの一歩　30人 31脚
いとう みく　作　　アリス館　　

　30人以上が一緒に走る「30人31脚」の
小学生大会に出場することになった、足の遅い
萌花、学級委員の琴海、大会後に引っ越しが
決まっている克哉。目指すのは、一度も
出したことのない８秒台。

も　か　　　　　　　　　　　　 こと  み

かつ  や

ぜん  た　　　　　　　　　　たから

ぬ　　　どう

い しき

いみん　 　 なんみん

いなずま
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中　学　生

いつかすべてが君の力になる
梶 裕貴　著　　河出書房新社

　著者が声優になろうと決めたのは、14歳の
とき。その理由は、好きなこと、夢中になった
ことすべてが生かせるから。夢に向かい、
自分の可能性を信じて、全力でぶつかっていく
著者の姿は、勇気を与えてくれます。

疾風の女子マネ！
まはら 三桃　著　　小学館

　男子にちやほやされながら、前途有望な
男子を捕まえたいと、運動部のマネージャーを
志望する女子高生の咲良。そんな咲良の
目の前を、ある男子が走って行った。その男子に
一目ぼれした咲良が追いかけた先は…。

風に恋う
額賀 澪　著　　文藝春秋

　基は、中学生の時、全日本吹奏楽コンクールに
出場できず、燃え尽きていた。高校では
吹奏楽部に入部しないつもりだったが、友達に
誘われ、のぞいた部室には元部長、瑛太郎が…。
　アルトサックスを吹く基と、仲間たちが
吹奏楽にかける青春の物語。

もとき

えい た ろう

こ

しっぷう

ぜん  と  ゆうぼう

さく ら
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ヴンダーカンマー　ここは魅惑の博物館
樫崎 茜　著　　理論社

　県立自然史博物館で職場体験を行う５人の
中学生。一人ひとりばらばらになって博物館の
仕事を体験することに。
　戸惑いながらも、刺激に満ちた、ヴンダー
カンマー（奇跡の部屋）での１日が始まった。

とまど

ぼくがスカートをはく日
エイミ・ポロンスキー　著　　西田 佳子　訳　　学研プラス

　12歳のグレイソンには、誰にも言えない
秘密があった。
　今度、学校で演劇のオーデイションが開催
される。グレイソンは、女神の役を希望。
　「男子が女子の役をやるんだって！」と
言われるだろう。
　けれど、自分らしく、自分を表現したい。

空飛ぶ救命救急室

ドクターへリの秘密
和氣 晃司　著　　彩流社

　フライトドクターとして、実際の救命医療に
携わっている著者。「ドクターヘリとは何か」や、
実際の活動の様子、活動を支えるスタッフ、
システム、機内の様子など「空飛ぶ救命救急室」の
すべてがわかります。　

たずさ

みわく
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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 
育む大切なものです。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、心豊かな人間に育
ちます。
  
　ここにご紹介した本は、いわき市の各図書館に備えてあります。

　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
　　　　〒970-8026　いわき市平字田町120　

　小名浜図書館
　　　　〒971-8166　いわき市小名浜愛宕上7-2　

　勿来図書館
　　　　〒974-8261　いわき市植田町南町一丁目2-2　

　常磐図書館
　　　　〒972-8318　いわき市常磐関船町作田1　

　内郷図書館
　　　　〒973-8403　いわき市内郷綴町榎下40-1　

　四倉図書館
　　　　〒979-0201　いわき市四倉町字東一丁目50　

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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