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 うちどく(家読)で読みニケーション

家族で読みたい！
おススメうちどくブックリスト

内容紹介の<○○シリーズ> は子どもたちがシリーズとしておススメしている商品です。
本ブックガイドでは第１巻または子どもたちの特にお気に入りの１冊を掲載しています。

表記の定価は2007年7月現在の税込価格です。

  家族で同じ本を読んで感じたことを語り合う―。同じ
本でも感じ方はさまざま、だからおもしろい。
  “うちどく(家読)で読みニケーション”  本をきっかけ
に家族の会話を広げてみませんか？

  今回のブックガイドでは、「朝日小学生新聞」子ども
書評委員の小学校4年生から6年生の子どもたち5人
が、家族で読みたい本としてすすめてくれた52冊を紹
介しています。
  「うちどく」で読む本の参考に、そしてあなたのご家
族のお気に入りの一冊を見つけてください。

                                                        2007年7月

本ブックガイドは書名の50音順に掲載しております。
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子どもたちが
選んだ



偕成社 630円 ISBN978-4-03-550070-4

求龍堂 1,260円 ISBN978-4-7630-0211-2 童心社 1,260円 ISBN978-4-494-00606-9

講談社 2,100円 ISBN978-4-06-189821-9 ポプラ社 945円 ISBN978-4-591-02654-0

講談社 1,050円 ISBN978-4-06-252852-8 集英社 450円 ISBN978-4-08-749490-7

新日本出版社 1,470円 ISBN978-4-406-03106-6 ポプラ社 1,223円 ISBN978-4-591-00349-7

理論社 630円 ISBN978-4-652-07474-9 ポプラ社 1,050円 ISBN978-4-591-00536-1

池澤夏樹 著

福音館書店 1,155円 ISBN978-4-8340-0013-9 ISBN978-4-04-873603-9発売 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ    1,575円

「キップをなくしたら駅から出られ
ないの」―。イタルが連れて行か
れたのは、ステーション・キッズた
ちが暮らす東京駅の一室だっ
た。

月のひかりにてらされた、ひとつ
のくろいかげ…。いじめのしゅ
ぎょうでたびにでた、ゾロリです。
<かいけつゾロリシリーズ>

山登りの好きな両親が山岳から
名付けた、シーナ家の長男・岳少
年。息子の成長を描いた著者初
の私小説。

発行 角川書店

エルマーのぼうけん

フォア文庫

宇宙のみなしご
かたあしだちょうのエルフ

青空のむこうから、ひとりの少年
が降りてきた。やり残したことが
あるから・・・。生きている今を大
切にしようというメッセージ。

あさのあつこ 作/佐藤真紀子 絵

集英社文庫

岳物語
椎名　誠 著

椋鳩十全集　２

片耳の大シカ

原ゆたか さく・え

木村裕一 作/あべ弘士 絵

赤毛でやせっぽちのみなしごア
ン。カスバート兄妹にひきとられ、
たのしい少女時代をすごす。
<赤毛のアンシリーズ>
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青空のむこう

アレックス・シアラー 著/金原瑞人
訳

家出した子どもなら誰でも乗れる
「いえでででんしゃ」。さくら子が
乗り込むと、空を飛んだ。

かいけつゾロリのドラゴンた
いじ

いえでででんしゃはこしょう
ちゅう？

完訳赤毛のアンシリーズ　１

赤毛のアン

あらしのよるに

ルース･スタイルス・ガネット さく/ルース・ク
リスマン・ガネット え/わたなべしげお やく

偕成社文庫

大どろぼうホッツェンプロッツ

不登校のわたし、誰にでも優しい
弟、仲良しグループから外された
少女、パソコンオタクの少年。奇
妙な組み合わせの４人の交流。

ゆうかんな男の子エルマーが､ど
うぶつ島にとらえられているりゅう
の子をすくい出すぼうけん物語｡
<エルマーのぼうけんシリーズ>

Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著/掛川恭子 訳

おしいれのぼうけん

ふるたたるひ さく/たばたせいいち
画

片耳の大シカは、狩人から幾度
も命を逃れた賢いやつ。屋久島
が舞台の表題作ほか12編。

ライオンと戦って片足をなくしたエ
ルフは子ども達を守って黒ひょう
と戦い永遠の命を。

盗まれたコーヒー挽きを取り戻す
ために少年たちとホッツェンプ
ロッツが知恵くらべ。

キップをなくして

嵐の夜に真っ暗闇の山小屋で､
お互いを仲間と思いこんでしまっ
たオオカミとヤギ｡２匹の友情は
…
<あらしのよるにシリーズ>

オトフリート＝プロイスラー 作/中村
浩三 訳

森絵都 作/杉田比呂美 画

お昼寝前にミニカーのとりっこで
けんかしたさとしとあきらは、おし
いれに入れられて。

おのきがく ぶん・え

椋　鳩十 著/武部本一郎 絵

家族で読みたい！

おススメうちどくブックリスト
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文研出版 1,365円 ISBN978-4-580-81397-7 東京創元社 1,029円 ISBN978-4-488-57203-7

ポプラ社 1,029円 ISBN978-4-591-09286-6 理論社 1,260円 ISBN978-4-652-00502-6

筑摩書房 945円 ISBN978-4-480-09013-3 岩崎書店 840円 ISBN978-4-265-06151-8

童話屋 1,680円 ISBN978-4-88747-066-8 理論社 1,470円 ISBN978-4-652-07767-2

あすなろ書房 1,575円 ISBN978-4-7515-1889-2 理論社 1,575円 ISBN978-4-652-00525-5

ポプラ社 599円 ISBN978-4-591-08849-4 徳間書店 1,680円 ISBN978-4-19-861442-3

講談社 798円 ISBN978-4-06-148702-4 理論社 1,050円 ISBN978-4-652-00869-0

創元推理文庫

ダークホルムの闇の君

デルトラ・クエスト １
沈黙の森

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著/浅
羽莢子 訳

チョコレート戦争

大石真 作/北田卓史 絵

ドリームバスター
悪い夢 退治します! 16歳のシェ
ンと師匠のマエストロが、あなた
を救うために闘う愛と冒険の物
語

宮部みゆき 著

みにおぼえのないつみをきせら
れたことから、子どもたちは町一
番のケーキ屋さんに戦いをいど
みます。

ひき逃げ事故にあったリズは自
分の死を受け入れられず…。切
なくて、不思議で、胸が熱くなる
物語。

工藤直子 作/長新太 絵

クロリスの庭

ちくま学芸文庫

算法少女

茂市久美子 作/下田智美 絵
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宮部みゆき 作/千野えなが 絵

Ｅ･Ｂ･ホワイト 作/ガース・ウイリア
ムズ 絵/さくまゆみこ 訳

船で嵐に襲われた15人の少年
が、やっとの思いで辿り着いたの
は、何と無人島だった!!ベルヌ 作/大久保昭男 訳

講談社青い鳥文庫

ステップファザー・ステップ
ライオンとなぞなぞ、ヘビと早口
ことば、サイとしりとりで勝負！
元気な女の子の話。

子ブタとクモのシャーロットの友
情を描いた物語。命の大切さを
伝える児童文学の傑作。

なぞなぞライオン

ポプラポケット文庫

十五少年漂流記

シャーロットのおくりもの

ふたりきりで暮らすボクたちの家
に、ある日、泥棒が屋根から落ち
てきた！6つの謎解きに3人が挑
むユーモアミステリーの傑作。

ともだちは海のにおい
いるかとくじらのユーモアに満ち
た友情の日々を詩と掌編でつづ
るオムニバス。

佐々木マキ 作

王国を守る七つの宝石が奪われ
た！少年リーフは１枚の地図を
頼りに冒険の旅に出る。
<デルトラ・クエストシリーズ>

キャベツくん

長　新太　文・絵

長新太の大人気ナンセンス絵
本。ライオンやくじらがキャベツを
たべるとどうなるのかな？
<キャベツくんシリーズ>

花屋さんをクビになった風一さん
のところに、店員を募集するある
花屋さんの広告が風に乗って
やってきた。行ってみると…。

江戸時代、いかに和算が庶民の
間に広まっていたか、それを学ぶ
ことが歓びであったかを描く、少
年少女むけ歴史小説の名作。

魔法世界ダークホルムは今や観
光地。財政難で荒れ放題のこの
世界の騒動を辛口のユーモア
たっぷりでおくるファンタジー。

安野光雅 作

エミリー・ロッダ 作/岡田好惠 訳遠藤寛子 著

天国からはじまる物語

ガブリエル・ゼヴィン 作/堀川志野
舞 訳

この世界はサンタクロースからの
贈り物だった。安野光雅さんが描
くクリスマス絵本。

サンタクロースのふくろのな
か



岩崎書店 1,155円 ISBN978-4-265-05452-7 偕成社 1,050円 ISBN978-4-03-639460-9

新潮社 420円 ISBN978-4-10-125332-9 講談社 1,470円 ISBN978-4-06-213533-7

岩崎書店 1,260円 ISBN978-4-265-04271-5 岩波書店 798円 ISBN978-4-00-114044-6

理論社 1,260円 ISBN978-4-652-02081-4 早川書房 1,785円 ISBN978-4-15-250026-7

理論社 1,995円 ISBN978-4-652-07735-1 ポプラ社 683円 ISBN978-4-591-07365-0

静山社 1,995円 ISBN978-4-915512-37-7 講談社 998円 ISBN978-4-06-212063-0

岩崎書店 1,155円 ISBN978-4-265-91613-9 評論社 1,470円 ISBN978-4-566-01425-1

なんでも魔女商会
お洋服リフォーム支店

横暴な両親、凶悪な女校長。悪
どい大人たちに頭脳で対抗する
マチルダの痛快な大作戦。
<ロアルド・ダールコレクション>

人間以外の生き物ならみんな
知ってる魔法の老舗､なんでも魔
女商会｡お客さんは森の動物た
ち｡
<なんでも魔女商会シリーズ>

新聞記者にあこがれた少年時代
から、「こどもニュース」のキャス
ターとして活躍するまでの自叙
伝。

転校してきた教室であいさつをし
ようとしたとき、すきとおった男の
人が、空中を飛んでいるのが見
えた。

直樹とゆう子の兄妹は、いなか
の町で、だれかをもとめて歩きま
わる小さな木の椅子にであい
…。原爆の悲劇を語りつぐ古典
的名作

学校へ足が向かなくなった少女
まいは、ひと月あまりを、西の魔
女ことママのママ、おばあちゃん
のもとで過ごし…。

新潮文庫

西の魔女が死んだ
梨木香歩 著

冷静でＩＱが高く、エリートタイプ
の創也。平凡で、おばあちゃんの
知恵袋的存在の内人。中学生コ
ンビが活躍。

星新一 作/和田誠 絵

星が好きだったチロは満月の
夜、星になった・・・。チロと心やさ
しい仲間たちとの１２年間の友情
物語。

魔法修行中の少年ﾅｻﾆｴﾙは、泣
き虫だけど負けず嫌いな12歳。
妖霊バーティミアスを呼び出し
…。
<バーティミアス３部作>

ジョナサン・ストラウド 作/金原瑞
人、松山美保 訳

島ネズミを助けに、離れ島へ渡っ
たガンバたちは、凶暴なイタチと
戦います。斎藤惇夫 作/薮内正幸 画

松谷みよ子 著/司修 絵

ロアルド・ダール 作/クェンティン・ブ
レイク 絵

星空から来た犬
ショートショートという分野の第一
人者、星新一の作品から18話を
収録。YA向き選集。

星々の世界の住人シリウスは、
無実の罪で犬に変えられ、地球
へ追放された。ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著/原

島文世 訳

私の生き方文庫

星になったチロ　犬の天文台長

はやみね　かおる 著

都会
ま ち

のトム＆ソーヤ１

藤井旭 著

びりっかすの神さま

新版 岩波少年文庫

冒険者たち ガンバと15ひきの仲間

バーティミアス　サマルカン
ドの秘宝

岡田淳 作・絵

ふたりのイーダ

ニュースの現場で考える

星新一　ショートショートセレクション

ねらわれた星

池上彰 著

あんびるやすこ 作・絵
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矢玉四郎 作・絵

Ｊ．Ｋ．ローリング 作/松岡佑子 訳

はれときどきぶた

ハリー・ポッターは孤児。ホグ
ワーツ魔法学校から入学許可証
が届き、自分が魔法使いだと知
る。
<ハリー・ポッターシリーズ>

ロアルド・ダールコレクション　１６

マチルダは小さな大天才

ハリー・ポッターと賢者の石

あしたは「はれ､ときどきぶたがふ
るでしょう」。則安君が書いたでた
らめの日記。ところが本当に…。
<はれときどきぶたシリーズ>



講談社 798円 ISBN978-4-06-147351-5 PHP研究所 1,995円 ISBN978-4-569-63287-2

文藝春秋 470円 ISBN978-4-16-756102-4 徳間書店 1,470円 ISBN978-4-19-861394-5

講談社 609円 ISBN978-4-06-148442-9 1,680円 ISBN978-4-924710-15-3

あかね書房 1,365円 ISBN978-4-251-06361-8 小学館 1,512円 ISBN978-4-09-727114-7

岩波書店 840円 ISBN978-4-00-114127-6

アリス館 1,365円 ISBN978-4-7520-0109-6

童心社 630円 ISBN978-4-494-00467-6

岩波少年文庫

モモ

テープレコーダーを持って幽霊屋
敷に入ったら、幽霊の声が！13
編の怖い話を収録。
<怪談レストランシリーズ>
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松谷みよ子 責任編集/ たかいよし
かず 絵

林原玉枝 文/はらだたけひで 絵

怪談レストラン

幽霊屋敷レストラン

「おとや」「ぽけっとや」…森で動
物たちがすてきなお店を開いて
います。

森のお店やさん

ルノワール 画/結城昌子 構成・文

パイプをくわえ、鹿撃ち帽と手に
した拡大鏡。名探偵ホームズの
推理がさえわたる。
<名探偵ホームズシリーズ>

お友達は優しいですか？本当の
優しさには真の強さが必要なの
かもしれません。宮沢賢治 作/戸田幸四郎 画

時間どろぼうと、ぬすまれた時間
を人間にとりかえしてくれた女の
子モモのふしぎな物語。エンデの
名作。

ミヒャエル・エンデ 作/大島かおり
訳

講談社青い鳥文庫

窓ぎわのトットちゃん
黒柳徹子 作/いわさきちひろ 絵

文春文庫

南の島のティオ
池澤夏樹 著

トモエ学園の、子どもたちの心を
つかんだユニークな教育の実際
と、そこに学ぶ子どもたちのすが
たをえがいた感動の名作。

受け取る人が必ず訪ねてくるとい
う不思議な絵ハガキを作る「絵ハ
ガキ屋さん」など、島の暮らしを
爽やかに、鮮やかに描いた短篇
集

講談社青い鳥文庫

名探偵ホームズ 赤毛組合

古田足日 著/田畑精一 絵

竜のはなし

モグラ原っぱのなかまたち

コナン＝ドイル 作/日暮まさみち 訳
/若菜等、Ｋｉ 絵

あきらとなおゆき、かずおとひろ
子の4人組が遊ぶモグラ原っぱ
に、ダンプカーが来て…。

戸田デザイン研究室

小学館あーとぶっく　４

ルノワールの絵本 ないしょかな？

絵画との新しいコミュニケーショ
ンが生まれる画集絵本。
<小学館あーとぶっく>

ライオンボーイ　消えた両親の
謎

ジズー・コーダー 著/枝広淳子 訳/
天野喜孝 絵

ﾈｺ語を話すﾁｬｰﾘｰが、ゆうかい
された両親を探して繰り広げる勇
気と感動の大冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ。
<ライオンボーイ３部作>

ラッセとふしぎな男の子が、にわ
の木や花や草を、つぎつぎとた
ずねてまわる、北欧の絵本。エルサ・ベスコフ 作・絵/石井登志

子 訳

ラッセのにわで

「うちどくブックガイド」 Vol.２

製作：株式会社トーハン「本・命プロジェクト」
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