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「この本よんだ？」は、
　2019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、おすすめの本を選び 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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ｰ 1 ｰ

幼　児

いつかは ぼくも
よしだ るみ　さく・え　　国土社

　「ぼくのおとうさんは すごいんだよ」
ライオンやクジャク、カエルなど、いろいろ
な いきものの こどもたちが、おとうさんの 
すごいところを おしえてくれます。

くもとそらのえほん
五十嵐 美和子　作・絵　　武田康男　監修　　
ＰＨＰ研究所

　きょうのそらのくもは、どんなくもでしょう。
にゅうどうぐも、ひこうきぐも、うろこぐも…。
くもは ひかりや かぜのながれで 
いろやかたちを かえながら、きょうも ふわ
ふわ うかんでいます。

このほん よんでくれ！
ベネディクト・カルボネリ　文　　ミカエル・ドゥリュ
リュー　絵　　ほむら ひろし　訳　　クレヨンハウス

　オオカミが ぐうぜん てにいれたえほんを
よもうとしますが、じが よめません。
そこで、もりのどうぶつに よんでくれるよう 
たのみますが、みんな オオカミを おそれて
…。



ｰ 1 ｰ ｰ 2 ｰ

しずかな みずうみ
山﨑 優子　絵と文　　至光社

　もりのむこうの、もっととおく。やまの
なかに、しずかなみずうみ。あさもやが 
ひろがる、みずうみ。よあけをしらせる、
かすかなみずおと。なみにのって、かぜに
のって。
そっとこぎだそう。

ぽっとんころころ どんぐり
いわさ ゆうこ　さく　　童心社

　どんぐりが おちたよ。ぽとぽと ぽっとん。 
ぽっとん ころころ。しましまおわんや 
まるっこいどんぐり。どうぶつたちが だい
じに かくしたどんぐりは、おおきな くぬぎ
のきになりました。

めを とじて みえるのは
いわさ ゆうこ　さく　　童心社

　もう おやすみのじかんだけど、おんなのこ
は パパにききたいことが いっぱいあります。
「ねえ、どうして、ねなくちゃいけないの？」 
　さあ、パパは、なんとこたえてくれたので
しょう。



ｰ 3 ｰ

小学１･２年

きみひろくん
いとう みく　作　　中田 いくみ　絵　　くもん出版

　スポーツも べんきょうもできて、みんな
からすかれる　きみひろくん。だけど、
こまったことに きみひろくんは、ぼくにだけ
ちょっとわらっちゃうような うそをつく。

きんぎょびじゅつかん
松沢 陽士　写真　　高岡 昌江  文　　ほるぷ出版　

　きんぎょは さかななのに、海にも川にも 
いないのは、どうしてなんだろう。
　びじゅつかんの絵みたいに、きれいな
きんぎょを みてみよう。アクアマリン
ふくしまの しいくの ようすもわかります。

チェクポ
おばあちゃんがくれた たいせつなつつみ
イ・チュニ　ぶん　　キム・ドンソン　え　　
おおたけ きよみ　やく　　福音館書店

　おばあちゃんが きれいな色の はぎれで 
ぬったチェクポ。オギは、こしにむすんで 
学校にいきます。でも、ともだちのダヒが、
新しいかばんを かってもらったのをみて、
うらやましくなってしまいました。



ｰ 3 ｰ ｰ 4 ｰ

フォックスさんの にわ
ブライアン・リーズ　さく　　せな あいこ　やく
評論社

　フォックスさんといぬは いつもいっしょ。
なにをするにもいっしょで、いちばんの
おきにいりは はたけしごと。
　ところが、ある日、とてもかなしいことが
おきて、フォックスさんは 家にとじこもって
しまいます。

なまえのないねこ
竹下 文子　文　　町田 尚子　絵　　小峰書店

　ぼくは、なまえのないねこ。まちのねこた
ちは、みんな なまえをもっている。ぼくも 
なまえ、ほしいな。
　なまえを さがしはじめたねこが みつけた
ほんとうに ほしかったものとは･･･。

ハンカチともだち
なかがわ ちひろ　作　　アリス館

　はるちゃんが ひきだしの中から見つけた
のは、こびとが ベッドでねている もようの 
ハンカチでした。
　学校へもっていくと、あれあれ？ ハンカチ
の中で こびとが うごいているみたい。

いえ



ｰ 5 ｰ

小学３･４年

嵐をしずめた ネコの歌
アントニア・バーバー　作　　ニコラ・ベイリー　絵
おびか ゆうこ　訳　　徳間書店

　年をとった漁師と幸せにくらしていたネコ
のモーザー。ある年の冬、「嵐の大ネコ」が
あばれて、村の漁師たちは船を出すことがで
きなくなりました。でも、その姿が見えてい
るのはモーザーだけでした。

うそつきタケちゃん
白矢 三恵　作　　たかおか ゆみこ　絵　　文研出版

　大阪から転校してきた４年生の大野元希。
新しい友だちのタケちゃんこと竹中育実は、
うそつきで、おおげさで、お調子者。
　ある日、タケちゃんは、公園で見た小さい
オバケと友だちになろうと言い出しますが…。

ゾウ
ジェニ・デズモンド　さく　　福本　由紀子　やく
ＢＬ出版

　ゾウは陸で一番大きな哺乳類なんだって。
何を食べているの？　長い鼻はどう使うの？
　野生のなかではどんなふうに生きているの？
　ゾウのことをたくさん知って大好きになる
一冊です。

りく ほにゅうるい

あらし うた

りょうし

あらし

すがた

もと　き

ちょうしもの

いく み



ｰ 5 ｰ ｰ 6 ｰ

ノロウェイの黒牛
イギリス・スコットランドのむかしばなし
なかがわ ちひろ　文 　さとう ゆうすけ  絵  BL 出版

　うつくしくほがらかな末むすめが、結婚
相手に選んだのは、身の毛もよだつ怪物の黒牛。
むすめは黒牛のせなかにのり、はてしない旅
にでました。黒牛は、魔女にのろいをかけら
れていたのです。

ほうさんちゅう
松岡 篤　監修　　かんちく たかこ　文　　アリス館

　とげとげ、つんつん、ぷつぷつ、にょきにょ
き…。深い海のそこにねむる、いろいろなかた
ちの「ほうさんちゅう」のほね。5億年まえか
ら海にいた、海をただよってくらす小さな小さ
な生きものです。

ぼくたちは みんな 旅をする　
ローラ・ノウルズ　文　　クリス・マッデン　絵
石川 直樹　訳　　講談社

　動物たちは、じぶんたちにとって いごこち
のよい場所をもとめて旅をします。水のなか、
空のたかみ、ひろい大地をこえていく さまざ
まな動物たちの旅が紹介されています。

すえ

あい て えら み け かいぶつ

ま じょ

けっこん

おく

しょうかい

くろうし



ｰ 7 ｰ

小学５･６年

ダーウィンの「種の起源」
はじめての進化論
サビーナ・ラデヴァ 作・絵　福岡 伸一　訳　岩波書店

　なぜ生きものは環境にあわせて、さまざま
な見かけや性質を身につけることができるの
か。生命の「なぜ」を説明した、ダーウィン
の『種の起源』を、美しいイラストとわかり
やすい文章で語りなおしました。

チギータ！
蒔田 浩平　作　　佐藤真紀子　絵　　ポプラ社

　引っ込み思案な小5の千木田寛仁は、卓球
が好きで、毎日仲間と練習しています。
しかし、クラスで行うレクリエーションは、
一部の男子の強い主張で、いつもサッカーや
バスケになっていて、そのことがずっと心に
引っかかっていた千木田は…。

思いはいのり、言葉はつばさ
まはら 三桃　著　　アリス館

　友達のジュアヌが見せてくれたハンカチに
刺繍されていた美しい文字に、夢中になる
チャオミン。それは、文字を習うことのでき
なかった女性たちが生み出し、伝承してきた
「女書」と呼ばれる文字だった。

ししゅう

じょしょ

でんしょう

じ　あん せん ぎ　だ　ひろひと



ｰ 7 ｰ ｰ 8 ｰ

ぼくにだけ見えるジェシカ
アンドリュー・ノリス　作　　橋本 恵　訳　　
徳間書店

　ファッションに興味を持つフランシスは、
ある寒い冬の日、幽霊だという不思議な少女
ジェシカと出会った。学校になじめないアン
ディやローランドとの友情を深めていたが、
４人は大きな事件に直面する。

ポリぶくろ、１まい、すてた
ミランダ・ポール　文　　エリザベス・ズーノン　絵
藤田 千枝　訳　　さ・え・ら書房

　アイサトが捨てた１まいのポリぶくろは、
２まいになり、10まいになり、ついには
100まいになりました。ゴミの山がひろが
る道を見て、アイサトは自分たちでなんとか
しようと、なかまと一緒に立ち上がります。

徳治郎とボク
花形 みつる　著　　理論社　　

　徳治郎お祖父ちゃんは、頑固者で犬の散歩
と畑仕事が日課の一人暮らし。孫のボクは、
お祖父ちゃんの「ちっせぇとき」の話を聞く
のが大好きだった。小３の冬、お祖父ちゃん
が倒れて入院することになって･･･。

じ　い がん こ もの

とく じ ろう



ｰ 9 ｰ

中　学　生

アドリブ
佐藤　まどか　著　　あすなろ書房

　イタリアの田舎町で母とふたりで暮らす、
10歳のユージが衝撃を受けた“天使の声”、
それがフルートとの出会いだった。
　やがて、難関の国立音楽院に入学し、クラ
シック音楽界のきびしさを目の当たりにする。
15歳になったユージの決断とは…。

きみの存在を意識する
梨屋　アリエ　作　　ポプラ社

　本を読むのが苦手な、中二のひすいには、
血のつながらない弟の拓真がいる。同級生の
理幹と心桜も、見えない困難を抱えていた。
「ふつう」ってどんなこと？ 自分と向き合
いながら成長していく彼らの連作短編集。

エベレスト　命・祈り・挑戦
サングマ・フランシス　文　　リスク・フェン　絵
千葉 茂樹　訳　　徳間書店

　およそ５千万年前に誕生した世界で一番高
い山、エベレスト。エベレストのまわりには特有
の動植物が生息し、新種の生き物が次々に発
見された。人々はこの山に祈りを捧げ、登山家
は頂上を目指して、挑戦し続けた。
　様々な角度からエベレストの魅力を探る。

たく ま

り　き こ はる



ｰ 9 ｰ ｰ 10 ｰ

南極ではたらく　
かあちゃん、調理隊員になる
渡貫　淳子　著　　平凡社

　料理好きな主婦から、３度目の挑戦で、南
極調理隊員に。人と違うことをするのは、勇
気がいるけれど、夢に向かう努力は自信にな
る、と語る著者の、第57次南極地域観測隊の
仲間と暮らした、１年４ヵ月の記録。

フラミンゴボーイ
マイケル・モーパーゴ　作　　杉田 七重  訳　　小学館

　一枚の絵をきっかけに訪れた、フランス南
部のフラミンゴの生息地で、ヴィンセントは
不思議な話を聞く。それは第二次世界大戦の
末期、ナチスが侵攻してきたフランスでの、
フラミンゴと話ができる少年とジプシーの少
女の物語だった。

ぼくたちは卵のなかにいた
石井 睦美　作　　アン マサコ　絵　　小学館

　ぼくたちが住んでいる卵のなかには、山も、
海も、町もあって、電車も走っている。平和
で楽園のような世界。13歳の誕生日に卵の
世界を出るのか、とどまるのかを決めなくて
はいけない。はたして、ぼくたちが決断した
先に待ち受けていることとは。



ｰ 11 ｰ

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。
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　四倉図書館
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TEL 0246-22-5552

TEL 0246-54-9257

TEL 0246-62-7431

TEL 0246-44-6218

TEL 0246-45-1030

TEL 0246-32-5980



この本よんだ？ 28

　発　行　日　　2020年３月31日  

　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
                    TEL 0246‒22‒5552



いわき市立図書館ホームページ

http://library.city.iwaki.fukushima.jp/




