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何読んでるの？

表記の定価は2008年3月現在の税込価格です。

子どもたちが読んでいる本を一緒に読んでみる、どん
なふうに感じたのか聞いてみる。
どんなことに興味があって、何を悩んでいるのか、読
書を通じたコミュニケーションが、子どもたちの心のう
ちを知るきっかけにもなります。

1週間に1度「うちどく」しませんか？
面倒なことはなにもありません。読んだ本について話
す、たったそれだけです。家族のスタイルにあったや
り方でまず一冊。「何読んでるの？」「この本おもしろ
かったよ！」そんなひとことから始めてみませんか。

                                                       2008年3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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金の星社 1,155円 ISBN978-4-323-07012-4

金の星社 1,260円 ISBN978-4-323-07118-3 集英社 1,680円 ISBN978-4-08-771209-4

ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-10118-6 童心社 1,260円 ISBN978-4-494-00673-1

ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-10119-3 童心社 1,260円 ISBN978-4-494-00795-0

森 絵都 著

岩崎書店 1,995円 ISBN978-4-265-82011-5 580円 ISBN978-4-04-379103-3

徳間書店 1,785円 ISBN978-4-19-862285-5 集英社 1,050円 ISBN978-4-08-780481-2

ＰＨＰ研究所 1,260円 ISBN978-4-569-68470-3 ＰＨＰ研究所 1,365円 ISBN978-4-569-68769-8

恵まれない体格、環境に負けず、
持ち前の明るさと努力で世界最
高の左サイドバックへ登りつめた
ロベルト・カルロスの自伝絵本。

2

あなたがとってもかわいい

１４ひきのぴくにっく

宇宙への秘密の鍵

あまんきみこ童話集　１

あまんきみこ童話集　２

ないた顔､笑った顔…いつもかわ
いい赤ちゃんの顔｡成長しても、
かわいいと思う気持ちは変わら
ない｡すべての親子に贈る愛の絵
本｡

ルーシー&スティーヴン・ホーキング 作/
さくまゆみこ 訳/佐藤勝彦 日本語版監修
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元ラガーマンの先生は、体育の
授業がラグビーばかり。ぼくたち
はいじめを乗り越え、協力するこ
とを知っていく。

高木敏子 作/武部本一郎 画

一人で戦火を生きぬいた12歳の
少女。平和への祈りをこめ、戦争
の悲惨さを次世代へ訴える、親
子で読んでほしい珠玉のﾛﾝｸﾞｾ
ﾗｰ。

新版 ガラスのうさぎ

今日はいい天気。14ひきは春の
野原へ。えながのあかちゃん、か
えるのたまご、春のにおい。みん
なで食べるお弁当は最高です！

いわむらかずお 作

この風にトライ

上岡伸雄 著

ロベルト･カルロス 著/中谷綾子・アレ
キサンダー 構成・文/はまのゆか 絵

ブルクハルト・シュピネン 作/はたさ
わゆうこ 訳/サカイノビー 絵

大きなウサギを送るには

小さなおにの子や風の子に出会
える気がする、身近なファンタ
ジー。「おにたのぼうし」「きつね
みちは、天のみち」など全12編。

ちいさくても大丈夫

空中演技の正確さと美しさを競う
飛込み競技。女コーチに反発し
ながらも、平凡な少年の熱い戦
いが始まる。下巻完結。

角川文庫

ダイブ！！（上）

おかあさんは、こどものためにな
にをするの？ 名前を呼ぶこと、
手をつなぐこと、そして…。母の
愛の深さを子に伝える絵本です。

おかあさんになるってどんな
こと

伝説と神話の世界に入りこみ迷
路を抜けていきます。親子で一緒
に話をしながら、かくし絵、クイ
ズ、ストーリーを楽しめる絵本。

伝説の迷路

香川元太郎 作・絵

心やさしいタクシーの運転手、松
井さんとお客たちのふしぎな出会
いの物語。「白いぼうし」「春のお
客さん」など全9編。

１４ひきのもちつき
臼と杵を準備して、お米を用意し
て。さあ、みんなで力を合わせて
おもちつき！ぺったんとったん、
どんなおもちができたかな？

みやにしたつや 作絵

あまんきみこ 作/渡辺洋二 絵 いわむらかずお 作

あまんきみこ 作/武田美穂 絵

内田麟太郎 文/中村悦子 絵

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！

のんびりやの男の子と、気が強
いけれど両親の離婚騒動で傷つ
いている女の子の友情を、ユー
モラスに描くドイツの話題作。

うちどくにおすすめの本

～読売新聞(2008年3月)広告特集連動～



岩崎書店 1,680円 ISBN978-4-265-06817-3 福音館書店 1,470円 ISBN978-4-8340-2031-1

理論社 1,575円 ISBN978-4-652-07924-9 童話屋 1,313円 ISBN978-4-88747-003-3

講談社 2,100円 ISBN978-4-06-210951-2 福音館書店 1,680円 ISBN978-4-8340-2289-6

徳間書店 1,365円 ISBN978-4-19-862173-5 メディアパル 1,575円 ISBN978-4-89610-077-8

講談社 1,470円 ISBN978-4-06-214503-9 理論社 1,680円 ISBN978-4-652-04050-8

童話屋 1,575円 ISBN978-4-88747-002-6

540円 ISBN978-4-04-372101-6

としょかんライオン
いつも静かな図書館にライオン
が現れ、人々は大あわて。でも
心やさしいライオンは、すぐにみ
んなと仲良しに。ところがある日
…

ミシェル・ヌードセン さく/福本友美
子 やく/ケビン・ホークス え

瀬尾まいこ 著

なかなか自分らしくいられない６
年生の聡子。好きな男の子と仲
良くなろうと計画するのだけど
…。前向きな気持ちになる一冊。

木、草花、虫、鳥、ほ乳類、
魚･････etc。すべてのジャンルの
生きものを1冊に収録！大人も子
どもも楽しめる図鑑です。

女の子とねこのユーモラスなやり
とりが楽しく、「名前」についても
ちょっぴり考えさせる、いとうひろ
しのほのぼの絵本。

高楼方子 作/平澤朋子 装画

いとうひろし 作

海の見える坂の街。３人の女の
子が過ごすきらきらとして濃密な
時間。『小公女』への思いが心の
窓を、時間の扉を開く。

講談社 編

ラストメッセージ

耳に障害をもつ孝司と病気で頭
髪をうしなった順一は、テニスの
試合でダブルスを組むことになる
が、反発しあうばかり。

高木敏子 著

ルリユールおじさん
パリの裏路地に今なおひっそりと
息づく手の記憶。手作業による
製本の技術を守り続けるおじさん
と少女の心の交流を描く絵本。

いせひでこ 作･絵

ハッピーノート

自分の力で「考える」ことをはじめ
た子どもと、子どもの心をもった
大人たちに贈る「いのち」につい
て語りかけてくれる絵本。

天才ピッチャーとして自信を持つ
原田巧｡同級生の永倉豪はバッ
テリーを組むことを熱望する。大
人も子どもも夢中にさせた話題
作

ポケット詩集

田中和雄 編

宮沢賢治「雨ニモマケズ」をはじ
め志の高い詩ばかりを収録。子
どもたちと、子どもの心を持った
大人たちに。

草野たき 作/ともこエヴァーソン 画
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戸村飯店青春100連発

緑の模様画

熱風

日本の生きもの図鑑

ねこのなまえ

大阪の下町､戸村飯店の二人の息
子は性格も見た目も正反対｡アホ
で不器用､かっこわるいけどかっこ
いい男の子をめぐる青春物語｡

福田隆浩 著

空襲で家族をなくし、一人焼け野
原に立ち尽くした少女はどんな人
生を歩んだのか。「ガラスのうさ
ぎ」の著者のラストメッセージ。

レオ・バスカーリア 作/みらいなな
訳
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あさのあつこ 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

角川文庫

バッテリー

葉っぱのフレディ
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