
                             

                              

                             
 

 

岡山県立図書館 児童資料班 
〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内 2-6-30 

TEL 086-224-1288（総合カウンター直通） 

086-224-1286（事務室） 

FAX 086-224-1208 

ホームページ http://www.libnet.pref.okayama.jp/ 

 

友だち 
・ 

家ぞく みなさんにとってみぢかな、友だちや

家ぞくについてのものがたりをあつめ

ました。きょうかんできるものがたりが

見つかりますよ。 ふしぎな生きものに出会ったり、ぼうけ

んに出かけたり、じけんをかいけつし

たり…。とうじょう人ぶつたちと一緒に、

どきどきわくわくしてみませんか。 
 

   

  

 

 

 

ほかにもこんな本があります。 
『王様に恋した魔女』 柏葉幸子／作 講談社 2016年 

『四年ザシキワラシ組』 こうだゆうこ／作 学研プラス 2016年 

『雨の日のせんたくやさん』 にしなさちこ／作・絵 のら書店 2016年 

『ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン』 マイケル・モーパーゴ／作 

 徳間書店 2016年 

『ぼろイスのボス』 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 

    徳間書店 2015年 

『菜の子ちゃんと龍の子』 富安陽子／作 福音館書店 2015年 

『ふたりは世界一!』 アンドレス・バルバ／作 偕成社 2014年 

『そこから逃げだす魔法のことば』 岡田淳／作 偕成社 2014年 

 

たんじょういわいの会に妖精

（ようせい）をまねかなかった

ために、悪い妖精にのろいをか

けられてしまったメリサンド

姫は、一生つるつるのはげ頭

に。かわいそうに思った王さま

は、ねがいがかなうまほうの小

箱を姫にわたしました。これで

姫は助かるかと思ったのに…。

奇想天外（きそうてんがい）な

物語です。 

『メリサンド姫（ひめ）』 

E.ネズビット／作 

灰島かり／訳 髙桑幸次／絵 

小峰書店 2014年 

気持ちがもやもやしたり、い

つもの自分でいられないと

き、おうだんほどうの見はり

番、ムッシュ・トマーレはあ

らわれます。その気持ちのま

ま、物事を前に進めてもいい

のか、トマーレは問いかけて

きます。立ち止まって、ゆっ

くり自分の気持ちを考え直

すことの大切さを教えてく

れる１さつです。 

 『あたし、アンバー・ブラウン!』 ポーラ・ダンジガー／作 

 文研出版 2015年 

『コケシちゃん』 佐藤まどか／作 フレーベル館 2014年 

『ぼく、悪い子になっちゃった!』 マーガレット・ピーターソン・ハディッ

クス／作 さ・え・ら書房 2014年 

『先生、しゅくだいわすれました』 山本悦子／作 童心社 2014年 

『ぼくのなかのほんとう』 パトリシア・マクラクラン／作 リーブル 2016年 

『あたらしい子がきて』 岩瀬成子／作 岩崎書店 2014年 

『ゆいはぼくのおねえちゃん』 朝比奈蓉子／作 ポブラ社 2014年 

『笑われたくない!』 手嶋ひろ美／作 文研出版 2016年 

 

４年生になり、ねんがんの放送

委員になった、かえで。たん当

曜日を友だちといっしょの日に

しようと思っていたのに、こう

へいとペアになってしまいまし

た。こうへいは、きいきいうる

さくて、おさるみたいなので、

苦手な男の子。やりたい放送の

内ようも全ぜんちがいます。か

えでのお昼の放送は前途多難

（ぜんとたなん）です。 

『レモネード戦争』 

ジャクリーヌ・デイヴィーズ／作 

日当陽子／訳 小栗麗加／絵 

フレーベル館 2014年  

『おうだんほどうの 

ムッシュトマーレ』 

香坂直／作 

フィリケえつこ／絵  

小学館 2015年 

アメリカでは、子どもたちが

家のしゅうへんでレモネード

スタンドという小さなお店を

開くかんしゅうがあります。

エヴァンとジェシーの兄妹

は、あるきっかけでケンカに

なってしまい、レモネードス

タンドの売り上げの多さで決

着をつけることになりまし

た。２人のケンカの行方はど

うなるのでしょうか。 

ほかにもこんな本があります。 

   
 
小学生のための
ブックガイド 

3・4年生向け 

2014～2016年に

話題になった本 

小学３・４年生向けの物語、ノンフィクション

を集めました。 

もっと本を楽しみたいと思っているみなさんに 

おすすめの本ばかりです。 

さあ、本のとびらをあけてみよう！ 

『お昼の放送の時間です』 

乗松葉子／作 

宮尾和孝／絵 

ポプラ社 2015年  
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いろいろな生きものたちがとうじょうす

る、ノンフィクションをあつめました。生

きもののくらしや、動物をほごする活動

について読んでみましょう。   
本書には日本の動物園にい

る、７頭のおとしより動物

がしょうかいされていま

す。人間と同じように動物

にも人生があります。どん

なことを乗りこえ、どんな

毎日を生きているのでしょ

う。飼育係（しいくかがり）

にお話を聞いてみました。

動物たちに会いに行きたく

なりますよ。  
☆『ぼくはアホウドリの親になる』 

南俊夫／文・写真 

山階鳥類研究所／監修 

偕成社 2015年  

 

らんかくや火山ふん火によ

りぜつめつすん前のアホウ

ドリをほごするため、小笠

原諸島（おがさわらしょと

う）の鳥島(とりしま)から

む人とうの聟島(むこじま)

へ、ひなを引っこしさせる

取り組みが行われました。

ほうふな写真とともに、子

どもたちにもわかりやすい

文章で、活動の様子をつた

えます。 

 せかいでは、毎日いろいろなことがお

こっています。よの中のしくみや、せ

かいのうごきを知りましょう。自分の考

えが広がりますよ。 こまっていることやなやんでいるこ

とがある人は、この分野の本を読

んでみてください。きっと、あなた

の生きるヒントが見つかります。  
☆『10歳の質問箱』 

日本ペンクラブ「子どもの本」 

委員会／編 鈴木のりたけ／絵 

小学館 2015年   
☆『みんな知りたい! 

ドクターイエローのひみつ』 

飯田守／著 

講談社 2014年 

 
 

コロッケ先生こと、おか山け

んの明和製紙原料（めいわせ

いしげんりょう）の社長、小

六信和（ころくのぶかず）さ

んは、小学校や中学校を回り、

古紙のリサイクルじゅぎょう

を行っています。「紙はゴミじ

ゃない！」という合ことばに

よって、しげんを大切にする

ということを考え直すきっか

けになります。 

時こくひょうにのっていな

い黄色い新かん線「ドクター

イエロー」は、新かん線が走

るための電気やき道(レー

ル)などのせつびをけんそく

する試けん車です。そのはた

らきをプロのぎじゅつしゃ

たちにしゅざいしました。チ

ームで安全を守る様子がよ

くわかります。 

ほかにもこんな本があります。 ほかにもこんな本があります。 

 

だれにでもなやみはあるは

ずです。なやみの対処法（た

いしょほう）は人それぞれ

で、正かいはひとつではあり

ません。この本には、まわり

の大人たちからはえられな

いような意外な提案（ていあ

ん）ものっています。あなた

が自分で考え判断（はんだ

ん）する時、さんこうにして

みてください。   

ユメは、学校の宿題で「２分

の 1成人式（せいじんしき）

文集ノート」を書くことにな

りました。でも、今のことも

みらいのことも、なにも書く

ことができません。友だちは、

きちんとゆめに向かってがん

ばっているのに、ようちな自

分に落ちこんでしまいます。

ユメは自分らしいみらいを見

つけることができるのでしょ

うか。 

『ジョージと秘密のメリッサ』アレックス・ジーノ／作 偕成社 2016年 

『リトル・ダンサー』 田村理江／作 国土社 2016年 

『バイバイ、わたしの 9さい!』 ヴァレリー・ゼナッティ／作  

文研出版 2015年 

☆『光と音のない世界で』 池田まき子／著 岩崎書店 2014年 

☆『花粉症のない未来のために』 金治直美／文 佼成出版社 2014年 

☆『きせきの海をうめたてないで!』 キムファン／著 童心社 2014年 

☆『希望の牧場』 森絵都／作 岩崎書店 2014年 

ほかにもこんな本があります。 
☆『コロッケ先生の 

情熱!古紙リサイクル授業』 

中村文人／文 

佼成出版社 2015年 

『2分の 1成人式』 

井上林子／著 新井陽次郎／絵 

講談社 2015年  

☆『動物のおじいさん、動物のおばあさん』 

高岡昌江／文 すがわらけいこ／絵 

学研教育出版 2014年 

生きる 知る 

☆『もしも地球がひとつのリンゴだったら』 きしわだ自然資料館／監修 

 偕成社 2016年 

☆『草刈りをするハチ』 須田貢正／さく+写真 六耀社 2016年 

☆『ぼくはフクロウを飼っている』 下田智美／作 偕成社 2015年 

☆『ゴリラが胸をたたくわけ』 山極寿一／文 福音館書店  2015年 

☆『イーダ』 ヨルン・フールム／文 創元社 2015年 

☆『ジオパークへ行こう!』 林信太郎／著 小峰書店 2015年 

☆『ごたっ子の田んぼ』 西村豊／著 アリス館 2014年 

☆『オオサンショウウオ』 福田幸広／しゃしん そうえん社 2014年 

  
『空にむかってともだち宣言』 茂木ちあき／作 国土社 2016年 

☆『おじいちゃんが孫に語る戦争』 田原総一朗／作 講談社 2015年 

『お話きかせてクリストフ』ニキ・コーンウェル／作 文研出版 2014年 

☆『みんなのチャンス』 石井光太／著 少年写真新聞社 2014年 

☆『食べているのは生きものだ』 森枝卓士／文・写真 

福音館書店 2014年 

☆『ふるさとにかえりたい』 羽生田有紀／文 子どもの未来社 2014年 

 

 
☆はノンフィクションです 

☆はノンフィクションです ☆はノンフィクションです 

生きもの 


