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「この本よんだ？」は、
　2020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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幼　児

おやすみなさい どうぶつたち
ケイト・プレンダーガスト　さく
よしはら なお　やく　　潮出版社

　どうぶつたちが ねむります。ねこ、いぬ、
とり、さかな…。みんな どうやってねむる
のかな。いろいろな どうぶつたちの ねむり
かたが わかります。

こんにちは！わたしのえ
はた こうしろう　作　　ほるぷ出版

　まっしろの まんなかに おもいきって…　
ぐっちょん！ たくさんの いろが うまれるよ。
えを かくって こんなに きもちいい！
　どんな えが できるかな？

ねえねえ あのね
しもかわら ゆみ　作　　講談社

　ひよこちゃんが ねずみさんに ないしょば
なし。ねえねえ あのね だいすきよ。それを
きいた ねずみさんは うれしくて、あひるさ
んに、 ねえねえ あのね…つぎは、どうなる
のでしょう？
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ねられんねられん かぼちゃのこ
やぎゅう げんいちろう　さく　　福音館書店

　よるになったので「はやく ねなさーい」と
おつきさんが いいました。でも、かぼちゃのこ
は「ねられん ねられん」といいます。
　かぼちゃのこは どうして ねむれないのか
な？

ぼくだってとべるんだ
フィフィ・クオ　作・絵　まえざわ あきえ　訳
ひさかたチャイルド

まどのむこうの くだものなあに？
荒井真紀　さく　　福音館書店

　いちご、メロン、パイナップル、すいか…。
まどをのぞいて、 ほんをめくって じっくり
みてみよう。こんどは、たて、よこに きっ
てみると…。みかたをかえると、くだものの
ふしぎが みえてきます。

　ちいさなペンギンが、そらをみあげて「ぼ
くも  はやく、おそらをとびたいな」といいま
した。「ペンギンはとべない」と みんなは
いうけれど、ちいさなペンギンは まいにち
はばたくれんしゅうをします。
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小学１･２年

あっくんとデコやしき
八百板 洋子　文　　垂石 眞子　絵　　福音館書店

　てつだい ばかり させられて、ちっともあ
そべない あっくん。 おべんとうを とどけに 
デコやしきへ いくと、ふしぎなことが…。
 ふくしまけん みはるまちが ぶたいの おは
なしです。

歌がにがてな人魚
ルイス・スロボドキン　作　　小宮 由　訳　　瑞雲舎

　とおい南の海の人魚の学校では、人魚たち
が、およいだり、おどったり、うたったりし
ています。でも、赤いかみのシンシアは、ダ
ミ声で歌がにがて。うたうことができないシ
ンシアは、とうとうがまんできなくなって…。

かなへび
竹中 践　ぶん　　石森 愛彦　え　　福音館書店

　朝、目ざめたかなへびは、葉っぱについた
あさつゆをのみます。それからひなたぼっこ
で からだをあたためて…。
　身近なトカゲのなかま、かなへびのくらし
をしょうかいします。
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ブルーが はばたくとき
ブリッタ・テッケントラップ　作　　三原 泉　訳
ＢＬ出版

　ブルーはくらい森のおくにすんでいます。
ひとりぼっちで、空のとびかたもわすれてい
ました。あるばん、木のてっぺんにとまった
イエローが、下にいるブルーをみながら、し
ずかにうたいはじめました。

しらゆきちりか ちっちゃいな
薫 くみこ　作　　大島 妙子　絵　　ＰＨＰ研究所

　1年生のちりかは、学校に行きたくありま
せん。うしろの席に、ライオンみたいな す
ずきくんが すわっているからです。
　ちりかは、ちょっかいばかりだしてくる 
すずきくんが いやでたまりませんでしたが…。

テツコ・プー
ふうせんになった　おんなのこ　
児島 なおみ　作・絵　　偕成社

　いつも きげんが わるくて、プーッとして
いる てっちゃんは、テツコ・プーと よばれ
ています。あるあさ プーッとしていると、 
からだが ふうせん みたいに ふくらんで、そ
らに とんでいって しまいました。
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小学３･４年

ウサギとぼくのこまった毎日
ジュディス・カー　作・絵　　こだま ともこ　訳　　
徳間書店

　小学生のトミーは、先生が飼っているウサ
ギのユッキーが大きらい。ところがしばらく
のあいだ、ユッキーをあずかることになって
しまいます。その日から、トミーのまわりで
は事件ばかり…。もしかしてユッキーは、の
ろわれたウサギなのかも？

お蚕さんから糸と綿と
大西 暢夫　著　　アリス館

　糸や綿が、命あるものから生まれてくるこ
とを知っていますか？
　お蚕さんを育てる家、糸をとる名人、繭を
むく名人が、糸や綿をつくるようすを写真で
紹介します。

神様のパッチワーク
山本 悦子　作　　ポプラ社

　結には、お母さんがふたりいる。ひとりは
今のお母ちゃんで、もうひとりは生んでくれ
たお母さん。転校生のあかねは、結のことを
かわいそうだと言うけれど…？
　笑顔と優しさたっぷりの、家族の物語。
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とりかえっこ
泉 啓子　作　　新日本出版社

　４年生のみちると６年生のおねえちゃんの
のぞみは、くらべられてばかり。ある日、
大きなカミナリが落ちて、みちるは、のぞ
みにあこがれている親友のすみれと、入れ
かわってしまいました。これからどうしよう。

山は しっている
リビー・ウォルデン　作　リチャード・ジョーンズ　絵
横山 和江　訳　　鈴木出版

　山に生きるものは、山にみまもられています。
どっしりと、ちからづよく。生きものたちのい
となみをすべて、山はみつめつづけてきました。
　夜が朝になるように、世界もかわっていきま
す。かわらないのは、生きること。

わたしたちのカメムシずかん
やっかいものが宝ものになった話　
鈴木 海花　文　 はた こうしろう　絵  　福音館書店

　全校生29人の小学校では、毎年たくさんの
カメムシが出てこまっていました。
　校長先生が「カメムシはかせになろう」と
提案すると、とまどっていたみんなも、だん
だん調べるのが楽しくなってきました。
　岩手県の葛巻町で本当にあったお話。
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小学５･６年

おいで、アラスカ！
アンナ・ウォルツ　作　野坂 悦子　訳　フレーベル館

　大好きだった子犬のアラスカを手放した
パーケルは、中学校で出会った意地悪な少年
スフェンが、アラスカの新しい飼い主だと知
りくやしくなる。
　パーケルは、真夜中にスフェンの家にしの
びこみ、アラスカを連れ去ろうとするが…。

スイマー
高田 由紀子　著　　ポプラ社

　「おれたちと水泳やらない？」
　水泳から心が離れていた６年生の向井航。
引っ越した佐渡で出会った海人、龍之介、信
司と、地元のプール存続のため県大会をめざ
すが、施設は閉館することになってしまう。

宇宙に行ったらこうだった！
宇宙飛行士は見た　
山崎  直子　著　　リピックブック

　宇宙にはどのくらいで着きますか? 国際宇
宙ステーションが故障したらどうするの?
宇宙飛行士・山崎直子さんが、宇宙食、月や
火星、国際宇宙ステーションなど、宇宙につ
いての質問に答えます。
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囚われのアマル
アイシャ・サイード　作　相良 倫子　訳　
さ・え・ら書房

　パキスタンの村に住む12歳の少女アマル。
妹たちの世話と家事で学校にも通えず、父親
の借金から地主の屋敷の使用人として働くこ
とに…。教師になる夢と自由をつかむため、
アマルは立ち向かう。

ライラックのワンピース
小川 雅子　作　ポプラ社

　サッカー少年トモの秘密、それは…実は裁
縫が大好きなこと。ある日ハーブ園で出会っ
た女の子リラちゃんに、大切なワンピースの
お直しを頼まれる。でも、サッカーと裁縫の
両立は思ったより大変で…。

てっぺんの上
イノウエ ミホコ　作　　文研出版　　

　お母さんが出ていったのは自分のせいだと
後悔しているエマは、どこか自分と似ている
男の子レオに出会う。「最悪なとき」を乗り
こえたいふたりは、勝頂山の頂上の風景を見
に行こうと決心する。
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中　学　生

兄の名は、ジェシカ
ジョン・ボイン　著　　原田 勝　訳　　あすなろ書房

　４歳年上のジェイソンは、サムの自慢の兄。
サッカー部のキャプテンでみんなの人気者。
だけどこのごろ、少し様子が変なんだ。
　ある日、「男であることが耐えられない」
とジェイソンは家族にカミングアウト。大好
きな兄の変化にサムと両親はどうする⁉

朔と新
いとう みく　著　　講談社

　バスの事故で視力を失った兄の朔と、その
バスに乗る原因をつくった弟の新。朔は事故
をきっかけに陸上をやめた新に、自分の伴走
者になってほしいと頼む。ブラインドマラソ
ンでつながる、兄弟の物語。

ギフト、ぼくの場合
今井 恭子　作　　小学館
　
　父親が家を出てから、不運続きの少年。すべ
て忘れてしまいたくて、思い出のギターとも距
離を置いていた。しかし、怪我をした友達の代
わりに、コンサートでギターを弾くことになる。
　みんながそれぞれつらい世界。少年はどこへ
向かうのか…？

さく あき
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トムソーヤーを育てる水族館　
安部　義孝　著　　新日本出版社

　「アクアマリンふくしま」の館長が、自身
の生い立ちから、これまでの動物園や水族館
との関わり、水生生物を求めて“７つの海”
を渡り歩いた冒険、そして、真に環境に優し
い次世代の育成を目指す、アクアマリンふく
しまの「命の教育」について語ります。

ハナコの愛したふたつの国
シンシア・カドハタ　作　　もりうち   すみこ　訳　　
小学館

　ハナコはアメリカのカリフォルニアで両親
と弟と暮らしていたが、大きな戦争が終わり、
海を渡って日本に帰ってきた。ハナコにとっ
て日本は未知の国。将来に不安と希望を抱き
ながら、前を向いて生きる日系人家族の歴史。

無限の中心で
まはら 三桃　著　　講談社

　インフィニティ高２年文系の野崎とわは、
数学オリンピックの取材を頼まれ数学研究部
へ。部員の在、響、章の３人はちょっと変
わっている。「木曜日のミステリー」の解答
用紙を見たことから、文学少女と数学男子が
謎を解きあかしていく。
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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1-1　

　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　
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