
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              

               

    

      

うちどくにおすすめの本        東松島市図書館 

 

小学校 低学年向け 

NO 書    名 著者名 出版社 請求記号 

1 あしたのぼくは・・・ みやにしたつや ポプラ社 Ｅ/ミ/Ｇ 

2 けんかのきもち 伊藤秀男 ポプラ社 Ｅ/イ/ｎ 

3 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版 Ｅ/ハ/ｂ 

4 どんなにきみがすきだかあててごらん アニタ・ジェラーム 評論社 Ｅ/ジ/ｓ 

5 かぞえうたのほん スズキコージ 福音館書店 Ｅ/ス/ｂ 

6 ぎゅうぎゅうかぞく つちだのぶこ 鈴木出版 Ｅ/ネ/ｓ 

7 おこだでませんように 石井聖岳 小学館 Ｅ/イ/ｎ 

8 もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 Ｅ/シ/ｂ 

9 はちうえはぼくにまかせて マーガレット・ブロイ・グレアム ペンギン社 Ｅ/グ/ｂ 

10 いのちのまつり「ヌチヌグスージ」 平安座資尚 サンマーク出版 Ｅ/ヘ/ｂ 

11 おじいさんならできる フィービ・ギルマン 福音館書店 Ｅ/ギ/ａ 

12 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや すずき出版 Ｅ/ミ/ｂ 

13 だいじょうぶ だいじょうぶ いとうひろし 講談社 Ｅ/イ/ｓ 

14 ずーっと ずっと だいすきだよ ハンス・ウイルヘルム 評論社 Ｅ/ウ/ｂ 

15 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ 岩波書店 Ｅ/ロ/ｂ 

16 かたあしだちょうのエルフ おのきがく ポプラ社 Ｅ/オ/ｂ 

17 おまえうまそうだな みやにしたつや ポプラ社 726/ミ 

18 かあさんのしっぽ 村中李衣 ＢＬ出版 913/ム 

19 おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー 岩波書店 933/ク 

20 しゅくだいさかあがり 福田岩緒 ＰＨＰ研究所 913/フ 

 

 

 

       

子どものころからたくさんの本に親し

むことは、豊かな感性と知性を育みます。

また、本の話題が家族の会話を広げたり、

コミュニケーションを深めたりすること

にもつながります。 

忙しい毎日の中に 

ちょっとひといき。 

「うちどく」タイムは 

いかがですか？ 

家族で同じ本を読んだり、読み聞かせを

したり、好きな本の話をしたり・・・。本

の読み方はいろいろありますが、家族や身

近な人といっしょに、本の世界を楽しむの

が、家読（うちどく）です。 

 

保護者の皆さまへ 
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小学校 中学年向け 

NO 書    名 著者名 出版社 請求記号 

1 あらしのよるに きむらゆういち 講談社 Ｅ/ア/Ｇ 

2 100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 Ｅ/サ/ｂ 

3 はなのすきなうし マンロー・リーフ 岩波書店 933/ソ 

4 さっちゃんのまほうのて たばたせいいち 偕成社 369/タ 

5 おさるのまいにち いとうひろし 講談社 913/イ 

6 ネコのタクシー 南部和也 福音館書店 913/ナ 

7 やまたのおろち 赤羽末吉 岩波書店 Ｅ/ア/ｂ 

8 落語絵本 4 じゅげむ 川端誠 クレヨンハウス Ｅ/カ/ｂ 

9 ちいさなつきがらす マーカス・フィスター 講談社 Ｅ/フ/ｗ 

10 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房 933/シ 

11 かあちゃん取扱説明書 いとうみく 童心社 913/イ 

12 いのちのたべもの 加藤休ミ おむすび舎 Ｅ/カ/ｂ 

13 おじいちゃんがおばけになったわけ エヴァ・エリクソン あすなろ書房 Ｅ/エ/ｂ 

14 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 Ｅ/バ/ｂ 

15 宮城のむかし話 宮城のむかし話刊行委員会 日本標準 Ｙ388/ミ 

16 ウェズレーの国 ケビン・ホークス あすなろ書房 Ｅ/ホ/ｎ 

17 かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん ケイティ・スペック 福音館書店 933/ス 

18 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル 福音館書店 933/ニ 

 

小学校 高学年向け 

NO 書    名 著者名 出版社 請求記号 

1 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 中川学 汐文社 Ｅ/ナ/ｂ 

2 すばらしい季節 ターシャ・チューダ 現代企画室 Ｅ/テ/ｂ 

3 マッチ箱日記 バグラム・イバトゥーリン ＢＬ出版 Ｅ/イ/ｂ 

4 いのちをいただく 内田美智子 西日本新聞社 648/ウ 

5 最初の質問 いせひでこ 講談社 Ｅ/イ/ｂ 

6 すみれ島 松永禎郎 偕成社 Ｅ/マ/ｓ 

7 アンジュール ある犬の物語 ガブリエル・バンサン ＢＬ出版 Ｅ/バ/ｂ 

8 これから戦場に向かいます 山本美香 ポプラ社 319/ヤ 

9 ストライプ デヴット・シャノン セーラー出版 Ｅ/シ/ｂ 

10 うちって やっぱり なんかへん？ トーリル・コーヴェ 偕成社 Ｅ/コ/ｂ 

11 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリ 童話屋 933/バ 

12 からすたろう やしまたろう 偕成社 Ｅ/ヤ/ｂ 

13 ありがとう フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ 岩崎書店 Ｅ/ポ/ａ 

14 おとうさんのちず ユリ・シェルビッツ あすなろ書房 Ｅ/シ/ｗ 

15 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 講談社 913/サ 

16 糸子の体重計 いとうみく 童心社 913/イ 

17 リキシャ・ガール ミタソ・パーキンス 鈴木出版 933/パ 

18 ぼろイスのボス ダイアナ・ウイン・ジョーンズ 徳間書店 933/ジ 



 


