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「この本よんだ？」は、
　2021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

いただきまーす
accototo　さく　　大日本図書

　きょうの ごはんは、おさかなです。
　おとうさんが スーパーでかった おさかな、
スーパーのまえは、どこに いたんだろう？
　いのちを いただくことについて、たのしく
かんがえることができる えほんです。

せかいのはてまでひろがるスカート
ミョン・スジョン　作　　ライチブックス
河 鐘基　訳　　廣部 尚子　訳

　わたしのスカート せかいのはてまで ひろ
がるかな？　おんなのこは みつばちや かえ
る、とりなどに たずねてまわります。
　スカートのうえに、せかいじゅうのものが
たりが ひろがります。

真夜中のちいさなようせい
シン・ソンミ　絵と文　　清水 知佐子　訳　　
ポプラ社

　ねつにうなされていた おとこのこが めを
さますと、まくらもとには ちいさなようせい
たち。ママのかわりに かんびょうしてくれる
と いうのです。
　ようせいたちは ママをしっているみたい。

ま　よ　なか
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もりはみている
大竹　英洋　文・写真　　福音館書店

　もりは しずまりかえり なにも しゃべら
ないけれど、こずえの かげから、こだちの
むこうから、よるの やみから、いつだって
きみを みているよ。
　さあ、もりのどうぶつたちに あいにいこう。

４ひきのちいさいおおかみ
スベンヤ・ヘルマン　文　　ヨゼフ・ヴィルコン　絵
石川 素子　訳　　徳間書店

わたしのかみがた
樋勝　朋巳　作　　ブロンズ新社

　わたしのかみがたについて、おはなししま
す。ぼうしをとったら、びっくりするかも…。
どんな かみがただと おもう？
　じつは、わたしのかみがたには、とっても
すてきな りゆうが あるんです。

　ほしのきれいなよる、すあなでねていた 
４ひきのおおかみのこどもが めをさましま
した。おかあさんをまっているうちに、そと
にでたくなって、もりのなかへ。そのうちに、
かえるみちが わからなくなってしまいまし
た。
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小学１･２年

うまれたよ！ヒラメ
櫻井 季己　写真・文　　岩﨑書店

　ヒラメのあかちゃんを  見たことがありま
すか？ たまごからうまれたばかりの ヒラメ
のあかちゃんが、おとなのすがたに  せいちょう
していくようすを しゃしんでしょうかい
します。

かえるのごほうび
絵巻「鳥獣人物戯画」より
木島 始　さく　梶山 俊夫　レイアウト　福音館書店

　きょうはもりのおまつりです。うさぎや
かえるたちがあつまって、だれがいっとう
しょうか きそいますが…？　おおむかしにつく
られた「鳥獣戯画」に お話をつけました。

せんろをまもる！ドクターイエロー
鎌田　歩　さく　　小学館

　おきゃくさんをのせない とくべつなしゃ
りょう、ドクターイエロー。しんごうやレール、
トロリせん、つうしんのきかいに　こしょう
がないか、しらべるのがしごとです。
　きょうはどこを はしっているのかな。

はなし

え まき　　ちょうじゅうじんぶつ   ぎ   が

み
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わたし、パリにいったの
たかどの ほうこ　著　　のら書房

　はなちゃんが パリにいったとき、妹の め
めちゃんは まだ生まれていませんでした。そ
れなのに めめちゃんは、「わたしも、パリに 
いったんだよ」と言って…？
　なかよし 姉妹の ちいさな お話。

空とぶ馬と七人のきょうだい
モンゴルの北斗七星のおはなし
イチンノロブ・ガンバートル　文　　バーサンスレン・
ボロルマー 絵　　津田 紀子　訳　あかつき教育図書

　むかし、空に星がなかったころ、７人のう
つくしい王女が、モンゴルの草原で、鳥の王
ハンガリドにさらわれてしまいました。
　かしこいおじいさんの ７人のむすこが、
馬にのってたすけにいきますが…。

ひとがつくったどうぶつの道
キム・ファン　文　　堀川 理万子　絵　　ほるぷ出版

　のはらやもりに「かいぶつ」がはしる道が
ふえ、どうぶつたちはこまってしまいました。
なんとかしようと、にんげんたちは、どうぶ
つたちのための道をつくることに。
　ひととどうぶつが、ともにいきることをか
んがえる絵本です。

ほく  と しち せい

ほし

え  ほん

うま  　 しち にんそら

おう じょ とり

いもうと

う

い

しまい はなし

みち
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小学３･４年

キツネ　命はめぐる
イザベル・トーマス　文　　ダニエル・イグヌス　絵
青山 南　訳　　化学同人

　まちの近くの林にすむ親子ギツネ。ある日、
親ギツネが車にはねられて…。キツネのから
だは、だんだんと土や植物や空気のなかに い
くつもの小さな粒になってとけていきました。
　ひとつの命がおわって、新しい命がはじま
るのです。

すいめん
高久 至   写真・文　　アリス館

　水面は、空と海の境界線。ゆらゆらとして
決まった形のない うすいまくのようなもの。
海のなかでは、たくさんの生きものたちがく
らしています。水面のふしぎな世界を紹介し
た写真絵本です。

先生、感想文、書けません！
山本 悦子　作　　童心社

　宿題の読書感想文を書いてこなかったみず
か。感想文って、どうして書かなくちゃいけ
ないの？ おもしろかったなぁ、だけじゃだめ
なの？こまったみずかが思いついたのは…？
　読書感想文になやむ すべての小学生へお
くる物語。

しゅくだい

ものがたり

しょくぶつ

つぶ

きょうかいせん

き

せ  かい　  しょうかい

かんそうぶん

しゃしん

すいめん

いのち
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つくしちゃんとおねえちゃん
いとう　みく　作　　　福音館書店

　２年生のつくしには２つ年上のおねえちゃ
んがいます。おねえちゃんは頭がよくてピア
ノも上手。それから、歩くとき少し右足をひ
きずります。
　ちょっといばりんぼうだけど、そんなおね
えちゃんがつくしのじまんです。

ぼくは川のように話す
ジョーダン・スコット　文　　シドニー・スミス　絵
原田 勝　訳　　偕成社

　ぼくには、うまく言えない音がある。学校
でもうまく話せず落ち込んでいるぼくを、お
父さんは川へつれていってくれた。お父さん
は言う。「ほら、川の水を見てみろ。あれが、
おまえの話し方だ」と。

ほんやねこ　
石川 えりこ　作　　講談社

　ほんやのねこは、はやめに店じまいしておさ
んぽへ。すると、しめわすれたまどから強い風
がふいて、絵本の物語に登場する人たちをまど
の外へふきとばしてしまいました。ねこは、お
さんぽをしながらかれらをさがすことに。

じょうず

お　　　こ

ものがたり　とうじょう
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小学５･６年

さいごのゆうれい
斉藤　倫　著　　福音館書店

　夏休み、田舎のおばあちゃんの家に預けら
れたぼくは、小さなゆうれいに出会う。その
子は、自分がゆうれいの最後の一人かもしれ
ないと言い、ひとさわぎしようと、ぼくにも
ちかけてきた…。
　ふしぎな友達と過ごす、ひと夏の冒険。

縄文の狼
今井　恭子　作　　くもん出版

　赤ん坊のころ狼にさらわれた少年キセキと、
相棒としていっしょに育った狼犬ツナグ。
　1万年以上前の縄文時代、狩猟生活から定
住生活へ移行する狭間を懸命に生きる少年と
狼たちの絆の物語。

火星は…　
スザンヌ・スレード　文　千葉　茂樹　訳　　
三河内　岳　監修　あすなろ書房

　そびえたつ台地、きりたつがけや、火山の
噴火。地球とおなじように気象や季節の変化
がある「火星」のおどろきのすがたを、火星
探査ロケットが撮影した息をのむような美し
い写真で紹介します。

ふん　か

たん　さ さつえい

しょうかい

きしょう

い　なか

す ぼうけん

あず

あいぼう

い　こう

きずな

は　ざま けん めい

しゅりょう

じょうもん     おおかみ
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ぼくの弱虫をなおすには
K・L・ゴーイング　作　　久保　陽子　訳　　徳間書店

　４年生のゲイブリエルが一番こわいものは、
５年生になっていじわるな上級生と同じに校舎
なること。親友の女の子フリータが、夏休
み中に弱虫を克服できる作戦を立ててくれた。
とちゅうまでうまくいっていたのに…。

りぼんちゃん
村上　雅郁　作　フレーベル館

　みんなから子どもあつかいされることが悩
みの朱理は、ある日、転校生の理緒が抱える
痛みと暗闇を知ってしまう。彼女の家族の問
題とは？そして、大切な友達のためにできる
ことは？この世にあふれる〈わざわい〉とい
う名前のオオカミとの、戦いのお話。

富士山のまりも
夏休み自由研究 50年後の大発見

亀田　良成　文　斉藤　俊行　絵　　福音館書店　　

　小学５年の夏休み、わたしは富士山のふも
と山中湖へ遊びに行って、自由研究のために
まりもを持ち帰り、家の水槽で育て続けてい
ました。それから50年がたち、山中湖のま
りもが絶滅に近い状況になっていると知っ
たわたしは…。

ふ　じ  さん

やま なか  こ

すいそう

じょうきょうぜつ めつ

こうしゃ

こくふく

あか  り

いた くらやみ

り   お かか
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中　学　生

ジャノメ
戸森　しるこ　作　　静山社

　山の上動物園のメスクジャク・ピーコは、迷
子の少年と出会い心を通わせますが、あること
がきっかけで、鳥小屋から１歩も出なくなって
しまいます。
　「ひきこもりのピーコ」になって10年、い
じっぱりのメスクジャクが目にしたのは…。

鳥になった恐竜の図鑑
真鍋　真・川上　和人　監修　　学研プラス

　絶滅してしまった恐竜は、博物館でしか会う
ことができません。しかし、恐竜は鳥類にすが
たを変えて、現在も進化を続けていることがわ
かりました。恐竜が鳥に進化していったひみつ
を、恐竜の先生と鳥類の先生が紹介します。

星天の兄弟
菅野　雪虫　著　　遠田　志帆　装画　　
岡本　歌織　装幀　　東京創元社
　
　賢い兄と、美しい弟。家族の幸せな暮らしは、
父親が無実の罪で捕らえられたことで一変し
てしまう。不穏な時代の中、互いを思いやりな
がらも別々の道を歩む兄弟の運命は？感動の
ファンタジイ。
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見知らぬ友
マルセロ・ビルマヘール　著　　宇野　和美　訳
福音館書店

　ぼくがピンチになるとあらわれる「見知らぬ
友」の正体は…？　アルゼンチンの首都ブエノ
スアイレスを舞台に、不器用なぼくの思い出と
ともに語られる、ちょっと不思議で驚きに満ち
た10編の物語。

はなの街オペラ
森川　成美　著　　くもん出版

　故郷を離れ、東京のお屋敷で働くことになっ
たはな。そこで出会ったのは、音楽を愛する、
個性豊かな人々。彼らに導かれ、はなは女優と
して開花していくが…。夢と浪漫に満ちあふれ
た、浅草オペラの幕が上がる！

春のウサギ
ケヴィン・ヘンクス　作　 原田  勝 ＋ 大澤  聡子　訳
小学館

　12歳のアミーリアは、幼い頃母親を亡くし、
父親と家政婦のオブライエンさんと暮らして
いる。春休みに陶芸教室で粘土のウサギを作っ
ていると、両親の離婚に反対するケイシーに出
会う。母親に会いたいアミーリアに、ケイシー
は ある提案をするが…。
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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。
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