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家ぞく 

友だち 

・ 

学校 

みなさんには、どんな友だちがいま

すか？学校生活や友だちとの関わり

について書かれている物語を集めま

した。  
家ぞくのぬくもりや優しさを感じる本か

らちょっぴり不思議な家ぞくの話まで。

いろいろな家ぞくの形があります。 
 

   

  

 

 

 

ほかにもこんな本があります。 
『おかあさんの手』 まはら三桃／作 講談社 2012年 

『たまたま・たまちゃん』 服部千春／作 WAVE出版 2013年 

『こぎつねボック』 いまむらあしこ／作 文研出版 2013年 

『白い自転車、おいかけて』 松井ラフ／作 PHP研究所 2014年 

『あしたあさってしあさって』もりやまみやこ／作 小峰書店 2014年 

『ぼくとおとうさん』 清水千恵／作 文研出版 2014年 

『チャーリー、ただいま家出中』  

ヒラリー・マッカイ／作 徳間書店 2014年 

『ペンギンは、ぼくのネコ』 ホリー・ウェッブ／作 徳間書店 2015年 

『てんきのいい日はつくしとり』  

石川えりこ／さく・え 福音館書店 2016年 

 

エミリーは、かぜをひいてしまい、

今日はおやすみしてパパといっしょ

に過ごします。いろいろなお願いを

するエミリーに、パパは、ヘラジカ

のぬいぐるみを探してくれたり、お

はなしをしてくれたりします。かぜ

でおやすみ中だけど、何だか楽しい

１日になりました。パパの頑張りが

素敵な１冊です。 

『きょうはかぜでおやすみ』 

パトリシア・マクラクラン／ぶん 

ウィリアム・ペン・デュボア／え 

小宮由／訳 大日本図書 2016年 

テレビを見ていると、突然電気

が消えました。ねえちゃんと一

緒に懐中電灯を探し出します

が、電池が切れていて使えませ

ん。さっきまで威張っていたね

えちゃんは、何も言わなくなっ

てしまいました。真っ暗で恐い

けど、僕は電池を買いに行くこ

とにしました。停電の夜の冒険

物語です。 

 『ありがとうっていいもんだ』 森山京／作 文溪堂 2012年 

『すすめ！近藤くん』 最上一平／作 WAVE出版 2013年 

『ともだちはきつね』村上しいこ／作 WAVE出版 2013年 

『たっくんのあさがお』 西村友里／作 PHP研究所 2014年 

『あめのちともだち』 北原未夏子／作 国土社 2015年 

『ようこそなぞなぞしょうがっこうへ』 北ふうこ／作 文研出版 2016年 

『やさしいティラノサウルス』 くすのきしげのり／作 

 あかね書房 2016年 

さかあがりができない、ゆうた

は、夏休みのしゅくだいとして

練習することになりました。で

も、なかなかできるようになら

ず、友だちにひどいことを言っ

てしまいます。ゆうたは、この

まま、あきらめてしまうのでし

ょうか。ゆうたの気持ちの変化

を読んでみてください。 

『トンチンさんはそばにいる』 

さえぐさひろこ／作 

ほりかわりまこ／絵 

童心社 2016年  

『ていでん★ちゅういほう』 

いとうみく／作 

細川貂々／絵  

文研出版 2014年 
ゆうくんは、少しふしぎな男の

子。ひなたちゃんの水玉もよう

のＴシャツを見ただけで、水玉

の数をすぐに言い当てました。

ゆうくんは、トンチンさんとい

う、とうめい人間がそばにいて

教えてくれるのだと言います。

ひなたちゃんとゆうくんとの関

わりがどうなっていくのか、気

になる１冊です。 

ほかにもこんな本があります。 

   
 
はじめての 

読みもの 

ガイド 

2012～2016年に

話題になった本 

絵本
え ほ ん

より長
なが

いお話
はなし

を読
よ

みたいな、 

読
よ

んでもらいたいなというときに、 

幼年
ようねん

童話
ど う わ

はいかがでしょうか。 

文字
も じ

が大
おお

きく、さし絵
え

も多いため、 

読
よ

んでいただきやすいと思
おも

います。 

 

『しゅくだいさかあがり』 

福田岩緒／作・絵 

PHP出版 2014年  
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いろいろな動物たちが登場する楽しい

お話がいっぱいです。みなさんの好きな

動物も登場するかもしれません。  「教科書、よし！ノート、よし！

…わすれ物は、ひとつもなし！」

とピクルスが元気に学校へ行く

途中、３人から３つのわすれ物

を引き受けます。でも、だいじ

なことをわすれていた、「ピクル

スのわすれ物」など幼い子の日

常を描く４つの物語。声に出し

て読んでも楽しいですよ。  
『ペットのきんぎょが 

   おならをしたら……？』 

マイケル・ローゼン／作 

トニー・ロス／絵 ないとうふみこ／訳 

徳間書店 2016年  

 

子犬がほしくてたまらなかっ

たエルビーに、ママがつれてき

たのはきんぎょでした。しかた

がないので、犬の芸をしこもう

と、まいにち「ほえて」といい

つづけました。すると、ある日

おしりからあわを出したので

す。読めばきっと二人のことが

だいすきになるでしょう。 

 比較的文字が多く、読み応えのある作品で

す。もう少し長いお話を読んでみたいと思

ったら、ぜひチャレンジしてみてください。 不思議な生きものに出会ったり、冒険

に出かけたり、事件を解決したり…。登

場人物たちと一緒に、どきどきわくわく

してみませんか。  
『ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう』 

柏葉幸子／作 たごもりのりこ／絵 

BL出版 2014年   
『わたしちゃん』 

石井睦美／作 平澤朋子／絵 

小峰書店 2014年  
 

リッキーとアンは汽車に乗って

おじいちゃんの家にむかってい

ます。しかし線路が故障し、修

理ができるまで「さかさ町」で

待つことになりました。「さかさ

町」は何でもさかさです。家も

さかさに建っているし、看板も

全部さかさになっています。ゆ

かいな町をいっしょに体験して

みましょう。 

大好きな海と祖父母からはなれ

て、引っ越してきたばかりのま

り。ともだちがいないからまり

はじぶんとはなしをしている

と、町で女の子と出会います。

はじめてあそんだのに、ずっと

前から知っているような、その

子の名前は「わたしちゃん」。ち

ょっとふしぎなお話です。 

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。 

 

墓場近くにある旅行社は、ゆうれ

いにも旅行をさせてくれる、その

名もハカバ・トラベル。学校がえ

りに通りかかったまことは、ラン

ドセルに女の人のゆうれいをつ

めて、お城へ行くことになってし

まいます。しんせつな男の子とゆ

うれいのユーモラスなお話です。 どうぶつ  

めいちゃんがひろった５００

円玉が、オレさまで好きなもの

を買いなよとしゃべりだしま

した。スーパー、ペット、募金

…なかなか使いみちが決まり

ません。結局５００円玉でめい

ちゃんが得たものとは何でし

ょう。自分だったらどうする

か、考えてみてくださいね。 

『ゆきひらの話』安房直子／作 偕成社 2012年 

『なぞのかみきれをおえ!』マージョリー･W.シャーマット／ぶん 

 大日本書店 2013年 

『ふしぎなトランク』風木一人／作 鈴木出版 2014年 

『ちゃいろいつつみ紙のはなし』アリソン・アトリー／作 

 福音館書店 2015年 

『ツトムとでんしゃのカミサマ』にしかわおさむ／ぶん・え  

                        小峰書店 2016年 

『はいくしょうてんがい』苅田澄子／作 偕成社 2016年 

『ポンちゃんはお金もち』たかどのほうこ／さく・え こぐま社 2016年 

 

ほかにもこんな本があります。 『さかさ町』 

F.エマーソン・アンドリュース／作 

ルイス・スロボドキン／絵 小宮由／訳 

岩波書店 2015年 

 

『めいちゃんの 500円玉』 

なかがわちひろ／作・絵 

アリス館 2015年  

『こぶたのピクルス』 

小風さち／文 夏目ちさ／絵 

福音館書店 2015年 

ファンタジー 

 ぼうけん  
もっと 

たくさん 

読みたいな 

『アレハンドロの大旅行』 きたむらえり／さく・え 福音館書店 2015年 

『ひつじのブルル』 さいとうのりこ／作 PHP研究所 2015年 

『くろねこのロク空をとぶ』 インガ・ムーア／作・絵 徳間書店 2015年 

『たぬきがくるよ』 高階正信／作 BL出版  2015年 

『くじゃくのジャックのだいだっそう』井上よう子／作 文研出版 2015年 

『ハリーとうたうおとなりさん』ジーン・ジオン／ぶん 大日本図書 2015年 

『まいごのアローおうちにかえる』竹下文子／作 佼成出版社 2016年 

 

『のねずみポップはお天気はかせ』仁科幸子／作・絵 徳間書店 2013年 

『やさしい大おとこ』 ルイス・スロボドキン／作・絵 徳間書店 2013年 

『じゃんけんのすきな女の子』松岡享子／さく 学研教育出版 2013年 

『はじめての北欧神話』 菱木晃子／文 徳間書店 2014年 

『はじめてのギリシア神話』 尾高薫／文 徳間書店 2014年 

『いろはのあした』 魚住直子／作 あかね書房 2014年 

『げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ』モドウィナ・セジウィック／さく 

 福音館書店 2014年 


