子ども読書の日(4月23日)及び子ども読書週間(4月23日～5月12日)に併せ，4月13日(火)～4
月29日(土)に「あなたのおすすめの一冊を教えてください！」として，柏市立図書館所蔵の児童
書に限り，図書館各館で投稿をいただきました。記憶に鮮明な子どもの頃の大切な思い出の一冊
や，今まさに夢中になって手にしている児童・生徒さんからの熱のこもった紹介を頂いた本などバ
ラエティに富んだリストになりました。ご応募いただいた皆さま，ありがとうございました。（絵
本編は「てのひら」23号に掲載）
※ 知識の本には，出版社名の後に分類番号を記していま
す。(Eは絵本)

◆ 『エリノア・ルーズベルト 』
ディビッド・ウィナー∥著
偕成社 280もしくは298.１
①文章が易しく，ルビも振ってあり，写真がたくさん。
②エリノアは美人一家の中で，美人ではなく母親から「おばあちゃん」
と呼ばれて育ったが，劣等感を克服する。 ③１５才で良い教師と出会い，自分の
目で判断し，困った人に救いの手を差し伸べる重要さを学ぶ。 ④大統領夫人とな
り，黒人差別，女性差別とたたかった。 ⑤戦後，アメリカ代表団の一員として国連
に参加，人権委員会の委員長に選ばれ，歴史に残る「世界人権宣言」を成立させ
た。
＊ ８０歳代 鈴木光浩
◆ 『 サンタクロースって ほんとに いるの？ 』
暉岐渉子∥著 松浦範茂∥絵
福音館書店 386もしくはＥ
作家の輝岡さんから，この本を作った経緯を直接伺って，とて
も感動しました。絵も子どもの想像力をかき立てる絵だと思い
ます。
＊ ６０歳代 鶴田道子

◆ 『 世界あちこち
ゆかいな家めぐり 』
小松義夫∥文・写真
西山 晶∥絵
福音館書店 383
有名な建築物ではな
く，世界各地の気候
や文化に根づいた独
特な家々を紹介。楽
しい発見がたくさん
あります。
＊４０歳代
◆ 『 検索入門 星座』
春・夏・秋・冬の各巻
林 完次∥著
保育社 443
なに座かわかるし，べん
きょうになるからです。
＊８歳 るい君

◆ 『 タガメ 』 市川憲平∥文・写真
◆ 『 せいめいのれきし 』
農山漁村文化協会 486
岩波書店 467もしくはＥ
水質汚染等で水田でくらす虫が減ってしまった。そん
バージニア・リー・バートン∥文・絵
な虫（水生昆虫）について詳しく書いてあるから。
この本は子どもの頃に父に買ってもらいました。本書を読んで
考える力が身につきました。また，私の人間形成にも役立ちま
◆ 『 ディズニー～愛とゆめを世界に 』
した。すべての少年少女に，御覧になっていただきたいと思い
三浦清史∥著 講談社 298
ます。
＊ 西川康弘
ウォルト・ディズニーが生まれた時から生涯までの
話であり，ミッキーの誕生や色々なことが書いてあ
◆ ポプラディア情報館 『 世界遺産 』
るので，ディズニーの好きな方はおすすめです。
稲葉信子・齋藤英俊∥監修 ポプラ社 709
◆ 『坂本竜馬ー飛べ!ぺガスス 』
本は厚いけれど，１冊にまとまって読みやすかった。世界遺産で日本
古川 薫∥著 小峰書店 298
には，１４個あって，そのうちの自然遺産が３個と，いろいろわかってよ
子ども向けの本ですが，読み物として
かったです。これからも，利用していきたいし，私には，この「ポプラ
しっかり面白く，歴史も詳細に説明され
ディア」がおすすめです。私が見たらほかにも，種類があるので，ぜひ
ています。飽きることなく，歴史の勉強
借りて見てください。 ＊１０歳代 アミっち
ができ，文化的楽しみも味わえるお得
※ 「ポプラディア情報館」は調べ学習用の資料集。現在４５冊が発行されています。貸出はせずに館
内で見ていただくことをお願いしている館もありますが，予約で別の館から取り寄せれば借りられる本もあ
な一冊。小学校高学年から中学生に
るので，諦らめずにご相談ください。(図書館)
おすすめ。
＊ ４０歳代
◆ 『エルマーのぼうけん』
『エルマーとりゅう』
『エルマーと１６ぴきのりゅう 』
ルース・スタイル・ガネット∥作・絵 福音館書店
“りゅう”に乗れたらって思った事がある人，ワクワクドキドキしたい人は自
分で。そして夢のある子になってほしいと思うお母さんは，子どもに読ん
であげてほしいです。私も最初は毎晩少しずっ読んでもらい，次は自分
で何度も読み，今は子どもに読みます。 ＊４０歳代 夢は世界一周
◆ 『 クオレ～愛の学校 』
アミ－チス∥著 岩波書店
子どもの時，読んで感激した。
＊７０歳代 岡野重遠

５才の子どもへ読み聞かせてます。男の子なので冒険していくお話はワ
クワクする様で真剣に聞き入ってます。エルマーが知識を使って色々進
んでいく所がおもしろいです。 ＊３０歳代

◇ ［マジック・ツリーハウス］シリーズ
メアリー･ポープ・オズボーン∥著
メディアファクトリー
ジャックとアニーの冒険がおもしろい
から。
※ ２０１０．０７．０１現在，柏市の図書館では２７
巻までをご用意しています。(図書館)

◆ 『星の王子様』
サン＝テグジュペリ∥作
岩波書店ほか
ありえない話だけど，ひ
とつひとつの言葉に納得
してしまうから。
＊１０歳代 ＭＯＭＯ

◆ 『 ウルフィーからの手紙 』
パティ・シャーロック∥作 評論社
◆ 『 ハリスおばさんパリへ行く 』 ポー
ル・ギャリコ∥著 ブッキング
ハリスおばさんは，毎日お仕事をして食
べていっているおばさんです。この本は
「生きていく」ていうことはどんな事であ
るかということを私にしっかり伝えてくれ
ました。小学生～大人まで，誰もが楽し
めると思います。他に『～国会に行く』
『～ニューヨークへ行く』があります。是
非読んでくれたら，嬉しいなァ。
＊３０歳代 hogoｒomo
◆ 『 へそまがり 昔ばなし 』
ロアルド・ダール∥作 評論社
みんなが知っている昔話なんだけれど，
ダールの皮肉や言葉遊び，韻をふんだ
文章がとてもおもしろいです。『チョコレー
ト工場の秘密』(※)よりもおもしろい！！
※ 映画「チャーリーとチョコレート工場」の原作。
同じ作者の作品ですね。(図書館)

◆ 『 十一歳の誕生日 』
ポーラ・フォックス∥作
ぬぷん児童図書出版
子どもから大人になる最初の一歩を踏
み出した男の子の成長が絶妙な距離
感で描かれています。最後には，とても
感動的な場面が待っています。小学校
高学年から，思春期の子どもを持つ親
におすすめ
＊４０歳代

◆ 『 蜘蛛の糸 』
芥川龍之介∥著
ポプラ社ほか
小学校中学年からおすす
め。人間て，コワイなあ～
と，ぞくっとする本です。４年
生，５年生に人気がありま
す。
＊４０歳代

◇ ［ダレン・シャン］シリーズ
１～１２巻，外伝
ダレン・シャン∥著
小学館
読んでいるといつのまにかに自分が
本の世界じゃなくその世界に飲み込
まれ，主人公と一緒にいる気分にな
れるから。
＊１０歳代 木村海里

◇

［指輪物語］シリーズ
１～６巻と追補編，文庫版は１～９巻
Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン∥著
評論社
”中つ国”という想像の世界の歴史から物語に至るまで，トールキ
ンが綿密に創りあげたエピックファンタジーの長編。読み始めたら
止まらない。エルフ，人間，ドワーフ，ホビット，ゴブリン，オークな
ど，それぞれの種族が，一つの指輪をめぐって戦いを繰り広げる。
勇気と希望の物語。 ＊５０歳代 あんじゅ
◆ 『 赤毛のアン 』
ルーシー・Ｍ・モンゴメリ∥著
講談社 ほか
いつも前向きですてきな少女
の話です。
＊５０歳代
※ 成長していくアンを描いた『アンの青春』
やアンの子ども達の物語『アンの娘リラ』，ま
た，アンの暮らす村の人々を描いた短編集『ア
ンの村の日々』など，続編がたくさんあります。
(図書館)

◇ ［七つの封印］シリーズ
１～１０巻，外伝
カイ・マイヤー∥作
ポプラ社
４人の少年少女の冒険物語。
ハラハラドキドキ。すごく楽しめ
ます。
＊１０歳代

◇ ［ゲド戦記 ］シリーズ １～５巻，外伝
ル＝グウィン∥著 岩波書店
そのたびの登場人物の気持ちが細かく書かれていて，自分も「そ
ういうことあったな」と思う言葉がたくさんある。また，いい言葉が
たくさんのっている。
＊１０歳代 ＤＹ．チッピー
◆ ［ハリー･ポッター］シリーズ １～７巻
第３巻『 ハリー･ポッターとアズカバンの囚人 』
Ｊ・Ｋ・ローリング∥作
静山社
魔法使いの主人公ハリー・ポッターと友達の魔女ハーマイオニー
が魔法で罪の無い者の命を助けるという物語です。一巻から続け
て読むとより面白いです。ハリーの勇敢さに驚きました。
＊９歳 ゆっきぃ
◆ 『 バッテリー 』 あさのあつこ∥著
教育画劇（文庫版は角川書店）
この本は，主人公の天才ピッチャー原田巧が，周りの人達と
触れ合い成長していく姿を描いています。巧とその友人であ
る永倉豪の野球に対する強い思い・・・。全部で六冊ありま
すが，飽きずに読めます。児童書とは思えない位，気持ち
が入ります。特に試合のシーンでは，本当にそれを見ている
気になります。年齢に関係なく，野球を知らない人でも楽し
める本です。ぜひ読んでみてください。 ＊１３歳
野球が大好きな子や，思い通りにいかない毎日に悩
んでいる中学生に是非読んでほしい。（野球少年にド
キドキしている女子にも）心がヒリヒリします。
＊４０歳代 夢は世界一周
※ 脇役の先輩を中心に，『バッテリー』のその後を描いた『ライト・イニン
グ』(角川書店)もおすすめです。いくつかの分館では大人向けの棚に分類
していますので，探してみてくださいね。(図書館)

◆ 『一期ー会信じるキモチ。』
『一期一会スキだから。』
『一期一会伝えたいコト。』 他全６冊
粟生こずえ∥文
学研（小学生文庫）
ちょーおもしろくてハマるから。友達とかのことで参考になったから。付
録がおもしろい。
＊１０歳代
Ｈ．Ｒ

◆ 『 うさぎ屋のひみつ 』
安房直子∥作
岩崎書店
・小学校３，４年生ぐらいから
・おいしいおいしいお料理どうやって作るの
かな，お金のかわりの奥さんの宝石・・・最
後のお楽しみ。 ＊５０歳代

◆『獣の奏者Ⅰ～Ⅳ 』
おもしろい。付録みたいなのがいい。 ＊１０歳代
Ｋ．Ｙ．
上橋菜穂子∥作 講談社
国の存亡をかけた戦いの中
◆ 『 ハーブ魔女の不思議なレシピ 』
で，真実を追い求め続ける
あんびるやすこ∥作・絵
主人公エリンの生き方に，
ポプラ社
潔さと本当の愛と強さを感
６匹の猫が出てくるし主人公がとても
じる。
大好きです。他のあんびるさんのルル
＊５０歳代
あんじゅ
ララの本（※）も好きです。
◆ 『 妖怪アパートの幽雅な日常』
＊１０歳代 Ａ．Ｉ．
※ 小学生のルルとララが［メープル・ストリート］でお菓子
シリーズ１～１０
屋さんをしているシリーズですね。（図書館）
香月日輪∥著
講談社
とにかく面白い！妖怪という非日
◆ 『 妖精の家具，おつくりします。 』
常的なものが住むアパートで暮ら
あんびるやすこ∥作・絵
すことになった主人公が出会う
ＰＨＰ研究所
数々のできごと。シリーズもので，
◇［ブンダバー］シリーズ
１～１０巻
ミユは「だれかのためにいっしょうけん
スラスラ読めます。話の途中で出
くぼしまりお∥著
めいにしたこと」の宿題をおわらせようと
てくる食事がすごく美味しそうでま
ポプラ社
しました。そしてハルカおばさんのところ
たイイ！ある一人の少年の成長物
へいって・・・ユミのちょっとしたいたずら ねこちゃんがすきな人にオススメ！
語でもあります。時間があるかたは
あいきょうがあってちょうかわいい。
でたいへんなことになります。でもいい
ぜひ読んで。 ＊１０歳代
すき（ハート）。おんちな歌もおもしろ
ことがおきるやさしいおはなし。
◆『冒険者たち
い。
＊１０歳代
＊６歳 かなな
～ガンバと１５ひきの仲間』
※ 本シリーズの他に，現在は「ブンダバーとなかまた
斉藤惇夫∥作 岩波書店
ち」が刊行中です。（図書館）
◇ ［怪談レストラン］シリーズ
ハートが熱すぎてちょっと迷
怪談レストラン編集委員会∥著
童心社
惑なドブネズミ:ガンバが，恐ろしい
おもしろいとこと，こわいところがあるからすきです。 ＊上倉あすみ
イタチ一族に島を占領されてしまった
◆ シリーズ３４『人形レストラン 』
ネズミ達を助ける物語。小学生の時に
少しこわく，おもしろい所があってよかった。 ＊１１歳
読んでめちゃくちゃ感動しました。今
◆ シリーズ２９『うまれかわりレストラン』
思えば、ガンバは人間で言うなら一人
＊８歳
暮らしを始めたばかりの18歳位、イキ
◆ シリーズ３１『霊界通信レストラン 』
で侠気のある仲間たちは百戦錬磨のア
ちょっと，怖くてすきです。シリーズがおもしろいのがたくさんあるので好 ニキ分というところでしょうか。大人
きです。怖い物好きな人が好きな本だと思います。
＊９歳
びた物語にぐっときたんでしょうね。
◆ 『 ぼくのコーチはカメのピーケー 』
小林陽子∥作 佼成出版社
カメのピーケーがコーチなんておもしろ
～い。読んでみたけどすごいよ～。み
んなも読んでみてね～。
＊９歳 さいとう星（あかり）
◆ 平成うわさの怪談 ２３
『悪霊はふりむかない 』 岩崎書店
小暮正夫，国松俊英∥著
このシリーズはページをひらくと「こ
んなうわさ，しってる？」とあって最
後のページにもあります（※）。怖い
のがとにかく好きと言う人に読んで
もらいたい。
＊１０歳 代 しお音
※見返し部分にミニ怪談がいくつも紹介されていま
す。（図書館）

◆『風の靴』朽木祥∥作 講談社
現代社会で少年が「家出する」ってどうなるんだろう，と，どき
どきしながら読み始め、江ノ島から三浦岬までの帆走やキャンプ
の現実的な準備等のリアリティに引き込まれました。小学校高学
年の男の子向きかな？(そんな年ごろの息子さんがおられるパパに
もオススメ！) ＊４０歳代
◆ ［コロボックル物語]シリーズ １～５巻
第１巻 『 だれも知らない小さな国 』
佐藤さとる∥著 講談社
私が，小学校高学年の時に読みそれまでの童
話の世界を変えてくれた本です。子どもじみてい
るのではなく，子どもの視線で物語が展開してい
くものなのだと知りました。本の中だけでなく，実
際の世界でも小さな人を探してみたりして，とて
も楽しい本でした。小学校，５．６年生位におす
すめでしょうか。
＊ ４０歳代 坂田健一
※ コロボックルのお話は，本シリーズの他に「コロボックル絵童話集」な
どがあります。（図書館）

◇［ルドルフとイッパ
イアッテナ］シリーズ
１～３巻
斉藤洋∥著 講談社
高齢者でも，泣けると
思う。猫の話ですが，
ありえない事のようで
が，人情味がありおス
スメです。
＊６０歳代

◆ 『 コンスタンティノープルの渡し守 』
塩野七生∥作
ポプラ社
著者の珍しい子ども向けの本，子どもにも詩情が判ると思
う。ストーリーではなく，文章の力が判る本
＊７０歳代 岡野重遠
◆ 『西の魔女が死んだ 』
梨木香歩∥著
楡出版（文庫版は新潮社）
中学生の女の子とそのお
ばあちゃんの話。自然が
たっぷりのおばあちゃんの
家で過ごす様子がすごく丁
寧に伝わってきます。少し
生活に疲れたら，リラックス
して心がスッキリして，そし
てあったかい気持ちになれ
ると思います。難しい言葉
はないので，小学校４，５
年生くらいなら読めるかも。
映画にもなっているので，
それを観てからでもいいか
もしれません。 ＊１０歳代

◆ 『トンカチと花将軍 』
舟崎克彦・舟崎靖子∥作
福音館書店
主人公は，ドライフラワー作
リに夢中なネコや，水溜りの
ジャボチンスキー等に手助
け（脱線も多いけど…）して
もらいながら，不可思議な
世界に入り込んでしまった
愛犬サヨナラを探し続けま
す。次々に繰り出されるキ
テレツな登場人物や彼らの
感性の滑稽さが楽しく，や
がて示される勇気や友情が
素敵です。怪物が噛んでい
るというニッキに憧れまし
たっけ。
＊４０歳代

◇ ［ズッコケ三人組］シリーズ 全５０巻
那須正幹∥作 ポプラ社
ズッコケ三人組が怪盗とたたかったり，幽霊事件をといた
り，宇宙へ行ったり，海底大陸へ行ったり，ハワイへ行った
りしてとてもおもしろいからおすすめします。
＊９歳
※ シリーズ１巻『それゆけズッコケ三人組』は１９７８年，最終巻『ズッコケ三人組の卒
業式』は２００４年と，息の長いシリーズでした。現在，大人の方向けに，４０代になった
３人の『ズッコケ中年三人組』シリーズが刊行中です。(図書館)

◇ ［かいけつゾロリ］シリーズ シリーズ多数
原ゆたか∥作・絵 ポプラ社
＊８歳
◆ 『かいけつゾロリ やせるぜダイエット！大さくせん 』
原ゆたか∥作・絵 ポプラ社
なまずに追いかけられているところです。おもしろいです。
かいけつゾロリにきょうみがある人によんでもらいたいで
す。
＊７歳
◆ 『 かげまる 』 矢部美智代∥作
毎日新聞社
かげまるくんの性格がかわいらしく，思わず応援したくなりま
した。又旅先で出会う人や動物達が魅力的でしたよ。

※ 柏市立図書館で
は一般向けに分類し
ているので推薦対象
外でしたが，形態が
絵本なので 紹介さ
せて頂きます。

※

◇ ［わかったさんのおかし］
シリーズ
１～１０巻
寺村輝夫∥作
あかね書房
作り方といっしょに
物語が書いてあって，とても
楽しい本です。高学年の
人達に読んでもらえると
一番いいと思います。
＊１１歳 内村梨沙

◇ ［都会のトム＆ソーヤ］シリーズ
はやみねかおる∥著
講談社
スラスラと，ペースよく読めるところがいいと思
いました。また，おもわず笑ってしまうところが
あったり，ためになる（？）知識も書いてあるの
がおすすめの理由です。中学生が読むといい
と思います。
＊１３歳 山道菜耶
都会のトム･ソーヤは，中学校の内藤内人が主
人公の物語。ひょんなことから仲良くなった，同
じクラスの竜王創也の夢，「ゲームクリエイ
ター」になるための冒険がおもしろいんです！
内人の初恋の行方にも注目です。登場人物も
様々で，おもしろいところです。内人の「サバイ
バル」の知恵も楽しく，役に立ちます。読んでみ
て下さい。
＊１０歳代
※ ２０１０．０７．０１現在，柏市の図書館では7-(1)巻までとガイドを
ご用意しています（図書館）

シリーズ多数
◆ ［クレヨン王国］シリーズ
『クレヨン王国 黒の銀行 』
福永令三∥著
講談社
「もう一つだめよと，すとんきょう！オオ！」と元
気が出る呪文を唱えて，主人公の元気でおてん
ばな女の子二人組が銀行強盗に反撃！！子ど
も向けの物語にもかかわらず，クレヨン王国の黒
の銀行のシステムが素晴らしい！
＊２０歳代

◇ [若おかみは小学生！］シリーズ
令丈ヒロ子∥作 講談社
トラブルはたくさんあるけどおもしろいです。私は
大好きです。 ＊８歳 ＡＯＩ
※ ２０１０．０７．０１現在，柏市の図書館では１３巻までとスペシャ
ル版をご用意しています。(図書館)

◆ 『 ちいさなあなたへＳｏｍｅｄａｙ 』
アリスン・マギー∥文 ，ピーター・レイノルズ∥絵
主婦の友社 726.6
ちいさな「あなた」を産んだ「わたし」が優しいまなざしで
娘の成長を見守るお話です。成長してゆく子どもがそれ
ぞれの時期に出会うであろう出来事や困難を，離れた
ところで応援している姿，母親の身としては涙なしに読
めません。女の子を持つお母さん方に特におすすめした
い一冊です。 ＊３０歳 代

原則として推薦文のままですが、読みやすいよう一部補足等を行ったところがあります。
ご了承ください。
柏市立図書館
20１０.08(改訂)

