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『大久保小学校 先生のおすすめ！』の本

先生の名前 本の題名（書いた人の名前） おすすめポイント

校 長 荒井 英治 『十五少年漂流記』 １５人の少年たちが乗った船が、あ

ジュール・ガブリエル・ヴ ることをきっかけに漂流してしまい、

ェルヌ作 ＜高学年向き＞ たどり着いた無人島で、時に対立しな

がらも生活をしていく物語です。

読 書 中野和寿子 『クリスティーナとおおき 特大の冷蔵庫の箱をもらった女の

指導員 なはこ』パトリシア・リー・コンチ作 子。これを「あるもの」に変身させて

＜低学年向き＞ いきます。何ができるのかな？

『はじまりの樹の神話』 「あの子を助けてやってほしい。」

（岡田淳） ＜中学年向き＞ ホタルギツネに連れられて向かった森

の中でスキッパーが見たものは…。

『夏のとびら』（泉啓子） 誰にも言えない悩みを抱えてしまっ

＜高学年向き＞ た麻也。好きなバスケや親友から離れ

ることを選びます。

１－１ 青山 真実 『はらぺこあおむし』 とてもあざやかな色でかかれた絵本

（エリック・カール） です。見ているだけでも楽しい気持ち

になりますよ。また，絵本にしかけも

あります。ぜひ，手にとってみてくだ

さいね。

１－２ 大槻みのり 『パンダ銭湯』 パンダのひみつがばれてしまう！？

（tupera tupera） 思わずクスッと笑ってしまう楽しい絵

本です。

１－３ 菅原 理菜 『ぼくだってトカゲ』 「たいへん トンビがトカゲをおそ

（内田麟太郎） ってきた！」そこでトカゲはしっぽを

ぷつんと切って逃げ出しました。残さ

れたしっぽにも命があるのに地面に置

き去りに…。このままでは干からびて

しまいます。その時助けてくれたのが

…！

１－４ 富田 飛鳥 『やさいのおしゃべり』 冷蔵庫の中の野菜たちが食べられる

（泉 なほ） ことをわくわくしながら待っているこ

とを知っていますか？始めは元気だっ
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たきゅうりくん、だんだんふにゃふに

ゃになってきて・・・。

１－５ 大橋 祐香 『やさいのがっこう』 やさいの仲間たちは自分が美味しく

（なかや みわ） なり、出荷されるのを夢見て野菜の学

校に通っています。

野菜たちが美味しくなるために一生懸

命頑張っているのがわかるお話です。

２－１ 二島 麻里 『ノラネコぐんだんパンこうじょう』 ちょっと悪いノラネコぐんだんのす

（工藤ノリコ） ることがとってもかわいいです。

２－２ 齋藤 里奈 『つみきのいえ』 思い出がたくさん積み重なってい

（平田 研也） て、あたたかい気持ちになります。

２－３ 米澤 紀子 ウォーリーとあそぼう！『 ウォーリーが好きな君におすすめ。ウ

びっくりどっきりゲームブ ォーリーをさがしながら，物知りにな

ック』（マーティン・ハン ったような気持ちになれる「一石二鳥」

ドフォード：フレーベル館）本です。少々手強いです。挑戦あれ！

２－４ 志賀 麻彩 『えんとつ町のプペル』 「信じぬくんだ。

（にしの あきひろ） たとえひとりになっても」

素敵なお話だった、だけでは終わらな

いはず。

３－１ 松本 和夢 「ドラゴン・スレイヤー・ コミカル冒険ファンタジーと名の通

アカデミー」（ケイト・マ り、くすっと笑えるお話です。ドラゴ

クミュラン） ンスレイヤーになるための学校。みな

さんも通ってみたくなりますよ！

３－２ 椎名 純子 『マジック・ツリーハウ アメリカに住むジャックとアニーの兄

ス③ アマゾン大脱出』 弟が不思議な小屋からタイムスリップ

(メアリー・ポープ・オズボ します。わくわくドキドキの冒険物語

ーン) です。

３－３ 星 卓吾 『わたししんじてるの』 トリケラトプスの親子とティラノサウ

(宮西 達也) ルスの物語です。
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３－４ 鎌田 吉尚 ざんねんないきもの辞典 小学生のうちに本を読むことで、ま

どうしてそうなった！？ ず「読む力」が育ち「集中力」なども

育つと言われています。普通に勉強す

るのはつまらなくても、本でしたら楽

しく読むことができるでしょう。

４－１ 藤本 昌志 学研：マンガでよくわかる 「牛乳のひみつ」，「LED のひみつ」
シリーズ など，知っているようで知らない事…

『○○のひみつ』シリーズ そんな事をマンガを通して学ぶことが

できる本です。たくさんあるので，気

になるものから手に取ってみて下さ

い。

４－２ 相馬沙也香 『セロ弾きのゴーシュ』 ゴーシュのもとに動物たちが訪れて、

（宮沢 賢治）楽器を弾いていく物語。なにもかも投

げ出したい…そんな時に読んでみて下

さい。

４－３ 鈴木 莉奈 『教室はまちがうところだ』まちがったって、いいんだよ。みんな

（蒔田 晋治） でたくさんまちがうからこそ、みんな

でたくさん成長していけるのです。

４－４ 福山礼士郎 『エルマーの冒険』 りゅうの子を助けに行った 9才の男の
（ルース・スタイルス・ 子が、機転を利かせて危機を乗り越え

ガネット） る物語。ユーモアがいっぱいです。

５－１ 大城戸優也 『バッテリー』 4 月から中学 1 年生になる原田巧と
（あさの あつこ） 永倉豪が出会い、野球でバッテリーを

組みます。2 人の成長の様子に注目し
て読んでみてください。

５－２ 伊藤 麻希 『星の王子さま』 「心で見なくちゃ、ものごとはよく見

（サン＝テグジュペリ） えない。肝心なことは、目には見えな

い。」心に響く表現です。

５－３ 小野寺伶夢 『ルドルフとイッパイアッ ノラ猫生活を送ることになったルドル

テナ』（斉藤洋） フが、ボス猫のイッパイアッテナと出

会い成長していきます。イッパイアッ

テナの名前の由来も面白いです。
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５－４ 佐藤 遥香 『えんとつ町のプペル』 「信じぬくんだ。たとえひとりになっ

（にしのあきひろ） ても」ゴミ山から出てきたゴミ人間、

プペル。臭いにおいを漂わせ、人々に

嫌われる彼と、父を亡くした一人の少

年の物語です。周りから理不尽に嫌わ

れても、泣いている友達の手を取るこ

とができますか？

６－１ 久米田侑希 『スラムダンク勝利学』 伝説のバスケ漫画が教える勝利の方程

（辻 秀一） 式。人生に必要なことはすべて「スラ

ムダンク」にあった！

６－２ 高山 巧 『夢をかなえるゾウ』 人生を変えたいが何も変えられないサ

（水野敬也） ラリーマン。そんなサラリーマンの前

に現れたのはゾウの神様であるガネー

シャ。二人の掛合いが面白いです。

６－３ 小西 千紘 『一瞬の風になれ』 ずっと続けていたサッカーに、努力で

（佐藤多佳子） は超えられない壁を感じていたある

日。主人公が出会ったのは「陸上」だ

った。陸上から広がる新たな出会い、

新たな世界。この本を読めば、熱い気

持ちになれること間違いなしです。

６－４ 宮澤八千代 『精霊の守り人』 腕ききの女用心棒バルサが皇子チャグ

（上橋菜穂子） ムを守るため数々の困難に立ち向かう

冒険ファンタジーです。

ひまわり 辻田 耕心 『やいた やいた』 いろんなものをやいている様子が面白

こすもす （まどか ななみ） く描かれた絵本です。やいている様子

に注目して読んでみてください。

稲葉星衣南 『あいうえ おべんとう』 心をウキウキさせる絵本です。あいう

（山岡 ひかる） えおでお弁当を作るなんて…

さくら 吉田 仁美 『だじゃれ 世界一周』 だじゃれで世界をめぐる楽しい絵本

（長谷川 義史） です。47 か国の国名だじゃれと国の
特徴もわかり、ちょっと笑えて和みま

す。
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齋藤 信幸 『立体地図で見る 日本の 低学年の人には少し難しいと思います

国土とくらし』１～５巻 が、「今自分はどこにいるのだろう」

国土社 と疑問に思う人にはうってつけです。

「日本ってどんな国、どんな人が住ん

でいるの」が書かれています。

家庭科 中山 彩 『ざんねんな偉人伝 誰もが知っている偉人達。実は残念な

それでも愛すべき人々』ところがいっぱい！こんなにハチャメ

（真山 知幸） チャでも（だからこそ？）、偉大なこ

とができるのか！と勇気づけられま

す。

音楽科 大野 晃平 『ゴルトベルク変奏曲 バロック時代の大作曲家、J,S バッハ
～バッハ音のよろこび～』の大作「ゴルトベルク変奏曲」。難し

（アンナ・H・セレンザ） く美しい曲ですが、この名前が付いた
由来には面白い秘密が！それがこの絵

本には当時の世界観を映しているかの

ように描かれています。

この絵本を見て、そして実際にこの曲

を聴いてみるとより面白いですよ！


