
※

※ 表記の定価は2008年10月現在の税込価格です。

「家族でいっしょに本を読むのはちょっと難しそう」と感

じていませんか？

食卓での会話におもしろかった本の話をしてみる、買

い物のついでに親子で本屋に寄ってみる、一緒に過

ごす時間がなければ家族共有の読書ノートをつけて

みるなど、気楽に考えればいろんなやり方が見つかり

そうです。

離れて暮らす家族なら、メールで本をすすめたり、感

想を送ったりしてみてはいかがでしょうか。

                                                       2008年10月

本ブックガイドは各カテゴリー別に出版社名の50音順に掲載しております。
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集英社 1,575円 ISBN978-4-08-781307-4

朝日新聞出版 1,260円 ISBN978-4-02-330387-4 主婦の友社 1,050円 ISBN978-4-07-255993-2

朝日新聞出版 490円 ※雑誌 童心社 1,260円 ISBN978-4-494-07498-3

岩崎書店 1,995円 ISBN978-4-265-82011-5 童心社 1,995円 ISBN978-4-494-07411-2

偕成社 1,260円 ISBN978-4-03-331530-0 早川書房 861円 ISBN978-4-15-110101-4

金の星社 1,470円 ISBN978-4-323-01374-9 ＰＨＰ研究所 1,365円 ISBN978-4-569-68769-8

金の星社 1,365円 ISBN978-4-323-02527-8 福音館書店 1,260円 ISBN978-4-8340-1886-8

なんでも小さなものが好きなクマ
さんと、なんでも大きなものが好
きなヤマネくん。それぞれが選ん
だ苗を育ててみたら……。

伝説の迷路

もりいちばんのおともだち

ふくざわゆみこ 作

伝説と神話の世界に入り込み、
ゴールを目指します。迷路、かく
し絵を親子で楽しみながら、歴史
や物語への興味が広がる絵本。

ハッピーバースデー

いつもいっしょに
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恐竜世界のサバイバル

洪在徹 文/李泰虎 絵

紙しばい

おおきく おおきく おおきくなあれ

おばあのものがたり

週刊  かがくるアドベン
チャー

宇宙への秘密の鍵

各国の子どもたちを夢中にさせ
ているベストセラー。恐竜世界に
迷い込んだ主人公は脱出できる
のか。知識も身に付く科学漫画。

青木和雄 作/加藤美紀 画

雪とパイナップル

毎日、喜んでうさぎの世話をする
くま。けれど何も言わないうさぎ
の心がわからなくって……。「大
切な人」と読みたい物語。

母の心ない言葉から声を失った
あすか。祖父母の愛や友の死を
経て、自分自身にハッピーバー
スデーといえるようになるまで。

ちいさなあなたへ

アリスン・マギー 文/ピーター・レイノ
ルズ 絵/なかがわちひろ 訳

つかさおさむ 作・絵

紙しばい

たべられたやまんば

画期的な手術で超天才に変貌し
ていくチャーリイのほんとうの幸
せとは？勉強と人生の意味につ
いて考えさせてくれる物語。

寺の小僧が山で会ったおばあさ
んの家へ行くと、実はおばあさん
はやまんばで、小僧を食べようと
……。ドキドキの民話紙芝居。

アルジャーノンに花束を

深く語りかけてくる絵本です。そ
れぞれがそれぞれの読み方がで
きて、それぞれの感動を味わえ、
その感動を伝えたくなります。

鎌田實 著/唐仁原教久 画

こんのひとみ 作/いもとようこ 絵 香川元太郎 作・絵

おばあのつくるごちそうがおいし
いのには､わけがありました…。
『古事記』『日本書紀』にも記され
た､穀物の起源を訪ねる物語｡

チェルノブイリの放射能で白血病
になった少年と、看護師ヤヨイと
の心の交流を描いた絵本。読む
人の涙と感動をさそう作品。

「タイムマシンはつくれるか？」
「宇宙人はどこにいる？」など、
世界の謎と不思議を体験する科
学百科。総監修は養老孟司氏。

あのホーキング博士が子どもた
ちのために書いたスペース・アド
ベンチャー。物語の力で「科学す
る心」を育てる画期的な本！

ダニエル・キイス 著/小尾芙佐 訳

まついのりこ 脚本・画

ﾙｰｼｰ＆ｽﾃｨｰｳﾞﾝ・ﾎｰｷﾝｸﾞ 作/さくまゆ
みこ 訳/佐藤勝彦 日本語版監修

小さなこぶたが一匹、みんなで
「おおきくおおきくおおきくなあ
れ」っていうと、ほら大きくなっ
た！大人気参加型紙芝居。

松谷みよ子 脚本/二俣英五郎 画

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2008.10.27)広告特集連動～



石倉欣二 作・絵

ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-10460-6 徳間書店 1,365円 ISBN978-4-19-862521-4

ポプラ社 1,365円 ISBN978-4-591-10407-1 理論社 1,155円 ISBN978-4-652-00743-3

偕成社 1,575円 ISBN978-4-03-963890-8 岩崎書店 945円 ISBN978-4-265-06181-5

講談社 2,940円 ISBN978-4-06-214981-5 1,575円 ISBN978-4-04-873863-7

小学館 2,100円 ISBN978-4-09-290374-6 1,680円 ISBN978-4-04-873849-1

小学館 1,995円 ISBN978-4-09-290503-0 講談社 1,365円 ISBN978-4-06-214991-4

犬ロボ､売ります

レベッカ・ライル 作/松波佐知子 訳
/小栗麗加 絵

宇宙スパイ ウサギ大作戦

岡田貴久子 作/ミヤハラヨウコ 絵

銀河のかなたから来たｳｻｷﾞは地
球人を油断させ情報を集めるの
が任務。となりに住む女の子･ﾊﾙ
を味方にして、いざ作戦開始!

そうじ、料理、家事はおまかせの
スーパー犬ロボ。でもぐうたら一
家にこきつかわれてへとへとに
……？愉快でホロリとするお話。

ロンド国物語①
オルゴールの秘密

村尾靖子 文/小林豊 絵
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キャロル・ヒューズ 著

高田文夫 監修/石崎洋司、金原瑞
人、もとしたいづみ、令丈ヒロ子 文

メアリ・ホフマン 著

ダーティ・ドラゴン
定年退職をむかえた元・小学校
の先生と子どもたちのきらめくよ
うな夏をとじこめた、はやみねか
おるの最新ミステリー短編集。

世界遺産に認定される玉倉神社
に生まれ育った泉水子は突然、
東京の高校進学を薦められて…
…。新感覚ファンタジー、開幕！

ぼくらの先生！

聖人と悪魔 呪われた修道院

決定版 心をそだてる はじめて
の落語１０１

ある日突然にさらわれた妹を助
け出すために、ジョーは戦争と陰
謀の渦巻く異世界へ旅立つ。愛
と勇気の大冒険ファンタジー!!

カドカワ銀のさじシリーズ

ヴィヴァーチェ 紅色のエイ

はやみねかおる 著

歴史ある修道院で、次々と起こる
殺人事件。聖なる場所で悪魔に
とりつかれたものは誰なのか？
衝撃の歴史ミステリー小説!!

灰汁色の霧に覆われる近未来の
地球。ヤンは最下層地区で暮ら
しながら夢をもっていた。しかし
妹が城に連れ去られ……。

カドカワ銀のさじシリーズ

ＲＤＧ レッドデータガール
はじめてのお使い      荻原規子 著

角川書店発行 / 角川
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発売

角川書店発行 / 角川
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発売

あさのあつこ 著

エミリー・ロッダ 作/神戸万知 訳/水
野真帆 絵

オルゴールのネジを3回以上巻
いてはいけない。その禁を破りレ
オは別世界への扉を開けた！デ
ルトラの作家が描く冒険物語。

ねこのゴンサ
じいちゃんが施設に……。子ねこ
のゴンサは、もう一度じいちゃん
に会いたくて、はじめての道を施
設にむかって歩きだすー。

人の悲しみの上に、自分だけの
幸せを築くことはできない。クラウ
ディアの願いは国境をこえたー
実話をもとに描く感動の絵本。

クラウディアのいのり

にいさん
生涯に一枚の絵も売れなかった
画家ゴッホ。その兄を支え続けた
テオ。芸術に生きた兄弟の深い
絆を、魂をこめて描いた絵本。

人生で大切なことは皆、落語の
中にある！人情、愛情、見栄、自
慢、嘘……。賢く生きる知恵を子
どもに伝える決定版！

いせひでこ 作・絵



集英社 1,470円 ISBN978-4-08-771233-9

主婦の友社 1,500円 ISBN978-4-07-262214-8

徳間書店 1,995円 ISBN978-4-19-862568-9

早川書房 1,050円 ISBN978-4-15-208951-9

ＰＨＰ研究所 1,155円 ISBN978-4-569-68751-3

福音館書店 1,680円 ISBN978-4-8340-2107-3

理論社 2,100円 ISBN978-4-652-07937-9

なぜＡ４サイズが定番になった
の？パソコン・ネット時代に求め
られる思考法を詳しく解説。壁に
ぶち当たったあなたを変える！

Ａ４脳が成功する！

三木雄信 著

ひゃくはち

ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 著
/浅倉久志 訳

村上しいこ さく/長谷川義史 え

16歳の少女コーティは、誕生日
にもらった宇宙船で未知の宇宙
へ大冒険の旅に出る！命と友情
の大切さを描く珠玉の物語。

フェリックスとお金の秘密

早見和真 著

絶対金持ちになる！12歳の三人
組が株取引に乗り出して……？
身近なところから「お金」と「経済」
を学ぶ姿を描くユニークな本。

甲子園に行きてぇ､でも遊びてぇ｡
強豪校の補欠球児を主人公に、
爽やかなだけではない煩悩だら
けの高校野球を描いた小説｡

リバウンド

アーサーと姉ちゃんがまたまた
大冒険!今度の敵は､大英帝国
のっとりを企む…ナゾの帽子!?前
作よりさらにスケールアップの第
2弾

ニコラウス・ピーパー 作/天沼春樹
訳
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フィリップ・リーヴ 著/松山美保 訳

ラークライト２

スタークロス

家族三人でスキー旅行のはず
が、わが家のストーブもいっしょ
に行くことに。ストーブとの会話が
笑える冬にぴったりの童話。

たったひとつの冴えたやりか
た

ストーブのふゆやすみ

エリック・ウォルターズ 著/小梨直
訳/深川直美 画

中学生ショーンと車椅子の転校
生デーヴィッド。初対面で二人は
けんかをしますが、先生に強いら
れて一緒に行動するはめに。
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