
おみそ汁や酢
す

の物で食べるわかめ。ほんとうはどのくらいの大きさか知っていましたか？　

わかめは日本の海の海そうですが、いまでは世界中の海で見られるそうです。どうやって遠くの海まで行く

ことができたのでしょう？　わかめがおよぐって、どうやって？　おいしいわかめのひみつにせまります！

わかめ　およいで　そだって　どんどんふえる　うみのしょくぶつ 

青木優和／文　畑中富美子／絵　田中次郎／監修　仮説社　1980 円

コーラひめは生まれた時か

ら女王さまになる運
うんめい

命。りっ

ぱな女王になるために、ま

いにち図書室にこもってお

母さまのおきさきさまとつ

まらない本を読まなければ

ならないし、強い女王にな

るために、お父さまの王様

と地下室でからだをきたえ

なければならない。ああ、

もう、うんざり…こまった

コーラひめに名
な

付け親
おや

の

妖
ようせい

精がおくってきたのは、みどり色のワニでした！

おひめさまになったワニ

おふろ、 すきですか？　

いろんなおふろが、あるよ

ね。おんせんのおふろ、ろ

てんぶろ、せんとうの大き

なおふろ。どらむかんぶろ

や、ごえもんぶろにはいっ

たことがあるひとは、じま

んできるね。

いろんなおふろをみている

と、おうちのおふろもたの

しくなっちゃう。

おふろ、はいる？
飯野和好／作　あかね書房　1540 円

2022 年度マイブック推進事業 おすすめブックリスト

本はともだち

ものがたりをたのしもう！みどりのページみのまわりのできごと　あかのページ

いきもののはなし　あおのページ

がおくってきたのは、みどり色のワニでした！

の物で食べるわかめ。ほんとうはどのくらいの大きさか知っていましたか？　

よみたいと思ったら よみおわったら

さ

か
なをぬってね

！ か
いを
ぬってね

！

価格はすべて
税込です。

ローラ・エイミー・シュリッツ／さく　福音館書店　1760 円

『わかめ　およいで　そだって　どんどんふえる　うみのしょくぶつ』より 



「せかいいちおいしいぱん」をつくってみたいきつねのぱんや。

きつねのぱんやにまけたくないねこのぱんや。

どっちのぱんがおいしいのか、たべてみたらわかるのかな？

どっちのぱんも、たべてみたいね。

きつねのぱんとねこのぱん
小沢正／作　長新太／絵
世界文化社　1650 円

はる、なつ、あき、ふゆ。

どのきせつにもたのしいことが

まっている。じっと耳をすませ

てごらん。きっとわかるよ、あ

たらしいきせつがよんでいる。

でかけよう、しょうたいじょう

もって。しあわせのじゅもん、

はっぴーなっつ。
はっぴーなっつ
荒井良二／作・絵 　ブロンズ新社　1540 円

明治維
い

新
しん

から十数年、両親を亡
な

くした

大阪の道具屋の娘イカルは、東京の遠

い親
しんせき

戚の家に身を寄せました。そして、

できあがって間もない上野の博物館で、

美術工
こうげい

芸品の目利
き

きぶりを買われると、

助手として雇
やと

われることに。しかし、

上司のほんとうのお役目は、美術品の

鑑定ではなく、なんと怪
かい

異
い

の研究だっ

て？　実在の人物も登場する、文明開

化の怪
かい

奇
き

＆お仕事小説です。

博物館の少女  怪異研究事始め
富安陽子／作　偕成社　1540 円

住むばしょも、せいかくも、まっ

たくちがうみちとなつ。出あう

はずのなかったふたりだけど、

だいじにしている、ある “たか

らもの ”が、ふたりをつないで

くれました。

みちとなつ

サラのママは困
こま

っている女の人たち

を助ける正
せ い ぎ は べ ん ご し

義派弁護士。いつも、他

の人のことをよく知らないで判断し

てはダメ、とサラには言ってるのに、

おじいちゃんの再
さいこん

婚には、相手の人に

会いもしないで、ぜったい反対だな

んて…会うとケンカが始まるパパと

ママ、お父さんに彼氏のことを言え

ないおじさん、病気恐
きょうふしょう

怖症のもう一

人のおじさんも、ほんとうにおとなっ

てこまっちゃう。

おとなってこまっちゃう
ハビエル・マルピカ／作　偕成社　1760 円

杉田比呂美／さく 　福音館書店　1540 円

晴
はる

斗
と

は、ほんとうはキャンプに来た

かったわけじゃない。でも、先月お

父さんになったばかりの大
だいすけくん

介君にさ

そわれたら、断
ことわ

るわけにはいかない

よ。ところが大介君は、実はキャンプ

初
しょしんしゃ

心者。先ゆき不安になっていると、

となりのテントの男の子が声をかけて

きて…家ではできないことができるか

ら、みんなキャンプに行くんだね。

レッツキャンプ

山のふもとの小学校。新
しんがっき

学期が

はじまるある朝、いつものよう

にアカネちゃんが教室に入り席
せき

につこうとすると、土
ど い

居くんの

いるはずの席に…タヌキがいる

ではありませんか。

タヌキの土
ど い

居くん
富安陽子／作　大島妙子／画　福音館書店　1210 円

ある日、お父さんがくたくたになっ

てかえってくると、いえの中は大さ

わぎ。みんなじぶんのせいじゃな

いっていってるけど、ほんとかな？　

お父さんがいいました。「大きなも

めごとっていうのは、ほんのささ

いなことから、おこるもんなんだ」

きみだったら、どうする？

けんかのたね

「ぼく」の大好きなおじいちゃんはこ

のところおこってばかりだ。病院に入

院していて、好きなものも食べられな

いし、なんと言っても自分の家ではな

いからね。ある日、ぼくはいいことを

思いついた。パパたちにうそを言って、

おじいちゃんが病院から抜
ぬ

け出すこと

ができるようにするんだ。ぼくはおじ

いちゃんといっしょに計画を立てた。

絶
ぜったい

対にバレないように…

おじいちゃんとの最後の旅
ウルフ・スタルク／作　キティ・クローザー／絵　

徳間書店　1870 円

すみれちゃんのひいおばあちゃんは

九十さい。山のおくのおくにすんで

います。すみれちゃんはだいすきな

ひいおばあちゃんのおうちに、ひと

りでおとまりすることになりまし

た。ようかいがでてきそうなおばあ

ちゃんのいえで、どんなふしぎなも

のを見たでしょう？

すみれちゃんと
ようかいばあちゃん

ことばがなくても伝わることもあるけ

れど、ことばがないとどうしても伝わ

らないこともある。ふとしたことばで

傷
きず

つくこともあるけれど、ふとしたこ

とばが希望につながることもある。

ことばをめぐる8編
ぺん

のお話。お話に

あわせるように、それぞれふんいきの

違
ちが

った8人の画
が か

家による挿
さし

絵
え

がついて

います。気に入った絵のお話から読み

始めるのも楽しいでしょう。

あしたのことば

あしたもオカピ
斉藤倫／作　ｆａｎｃｏｍｉ／絵　偕成社　1320 円

オカピ、見たことありますか？　

つのがあって、しかににているけど、

足とおしりにしましまがあります。

あるばん、ふしぎなかたちの月がで

て、どうぶつえんのどうぶつたちの

ねがいが、よるのあいだだけかなう

ことになりました。オカピはなにを

ねがうでしょう？

「火事とケンカは江戸のはな」って言っ

たって、若だんなのケンカっ早いのは

こまりもの。それでも、やさしい大だ

んなさまや、近所のきっぷのよいおね

えさんたちにささえられて、かし屋の

職人に弟
で し

子入りした豆吉の修
しゅぎょう

業は始っ

たばかり。ようやく大福を作らせても

らえるようになったよ。

お江戸豆吉 けんか餅
桐生環／作　野間与太郎／絵　フレーベル館　1210 円

森絵都／作　小峰書店　1760 円

ラッセル・ホーバン／作　大野八生／訳　岩波書店　1430 円

いとうみく／作　酒井以／絵　佼成出版社　1430 円

ものがたりをたのしもう！

最上一平／作　種村有希子／絵　新日本出版社　1430 円

きつねのぱんとねこのぱんきつねのぱんとねこのぱんきつねのぱんとねこのぱんきつねのぱんとねこのぱん

くれました。

はっぴーなっつ。

＆お仕事小説です。

富安陽子／作　偕成社　1540 円
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じしんやたいふうはいつおこるかわかりません。

じぶんのいのちをまもるために、ふだんじゅんびして

おくことや、いざというときにどうやってにげるか、

まもってほしいルールがしょうかいされています。

おうちの人といっしょに、よんでおきましょう。

ぼうさい 一生つかえる ! おまもりルールえほん

ある日、家の外でアザラシが

たおれているところを見つけ

た、時計しょくにんのおじい

さん。目がさめたアザラシか

ら話をきくと、「うみのごみに

こまっている」とのこと。

ごみだらけの海をそうじする

ため、「アザラシちょうさだ

ん」を結
けっせい

成したアザラシといっ

しょに、海のキレイをまもるために動き出しますが・・・

ヤマネコと
アザラシちょうさだん

お湯をわかしたりパソコンをう

ごかしたり自動車を走らせたり

するときに、わたしたちは「エ

ネルギー」をつかいます。はじ

めて火を使うようになってから、

人間はいろいろな形で自然の中

にあるエネルギーの力をかりて

きました。そしていま、その使

いすぎが心配されています。エ

ネルギーの歴史を知り、これか

らどうしていったらよいのか、考えてみましょう。

はじまりはたき火 
火とくらしてきたわたしたち

まつむらゆりこ／作　小林マキ／絵　福音館書店　1540 円

ある日、遠足で山登りにいった小学生

のレンちゃんのひざが「ブハハハ！」

と笑いだしたので、びっくり！　そう

です、レンちゃんの住むコトノハ町で

は、「道草をくう」、「ひざが笑う」など、

みんなが知っていることわざや慣用句

のことばどおりのことが起こってしま

うのです。

コトノハ町は きょうもヘンテコ
昼田弥子／作　早川世詩男／絵　光村図書出版　1100 円

ゆらゆらゆれるハンモック、あつい国ではすずしい屋
おくじょう

上で、さむい土地ではだん

ろのたなの上で…モンゴルの草
そうげん

原や、ノルウェーの山の中、オランダの運
うん

河
が

の上

など、世界中の子どもたちが、それぞれどんなところでねているか、たずねてま

わります。あなたはどこでねてみたい？

ここがわたしの

“ ねこまた ”とは、猫
ねこ

の妖
ようかい

怪のこと。

「ひにゃまつり」に「クリスニャス」・・・人間とはおなじようで、少しちがう

ねこまたの一年。ねこまた家族といっしょに、１年間をゆかいにすごしてみま

せんか？

おしゃれすぎる家も、お母さ

んが作った、カラフルすぎて

まるで “美
び

術
じゅつかん

館の作品 ”のよう

なワンピースも、たよりにな

らないパパも…「ふつう」が

よかったわたしにとっては、

うれしくないものばかり。

でも、ふつう、ってなんだろう？　　　　

わたしが本当にほしいものってなんだろう？

うちって やっぱり
〈きもち〉はなにをしているの？

ティナ・オジェヴィッツ／文　
アレクサンドラ・ザヨンツ／絵　

森絵都／訳　河出書房新社　2002 円

私
わたし

たちの心の中にあるさまざまな

〈きもち〉。〈きもち〉が姿
すがた

をもっ

たら、いったい何をするでしょ

う？〈よろこび〉〈やすらぎ〉〈こ

だわり〉〈いかり〉…〈きもち〉は

私たちの心をざわざわさせるけれ

ど、今、こんなことをしているん

だな、と思うと、ちょっと不
ふ し ぎ

思議

な気分になります。

みんなが持っているゲームは、なんだ

か欲
ほ

しくなったりしませんか？それは

あなただけのことではありません。

いろいろな現
げんしょう

象にはそれぞれ名前と由
ゆ

来
らい

があります。名前を知ると、ちょっ

と落ち着いて考えることができます

ね。欲しくなるのはみんなが持ってい

るからなんだ、とわかると、やっぱり

やめておこう、となるかもしれません。

でも、やっぱり買っちゃう？

大人も知らない？

ふしぎ現
げん

象
しょう

事
じ

典
てん

「ふしぎ現象」研究会／編　ヨシタケシンスケ／イラスト
　マイクロマガジン社　1100 円

山村武彦／監修　the rocket gold star ／イラスト　学研プラス　1540 円

ねこまたごよみ
石黒亜矢子／作・絵 　ポプラ社　1650 円

みのまわりのできごと

トーリル・コーヴェ／作　青木順子／訳　偕成社　1650 円

五十嵐美和子／作・絵　　PHP 研究所　1430 円

らどうしていったらよいのか、考えてみましょう。
しょに、海のキレイをまもるために動き出しますが・・・

わたしが本当にほしいものってなんだろう？

コトノハ町は きょうもヘンテココトノハ町は きょうもヘンテコでも、やっぱり買っちゃう？

「ふしぎ現象」研究会／編　ヨシタケシンスケ／イラスト

レベッカ・ボンド／文　
サリー・メイバー／作画 　
福音館書店　1430 円

ねるところ

なんかへん？

よみたいと思ったら よみおわったら

さ

か
なをぬってね

！ か
いを
ぬってね

！

『ぼうさい　一生つかえる！おまもりルールえほん』より

『ここがわたしのねるところ』より



それぞれの季節にそれぞれの植物たち。みんなはどれくら

い知っているかな？　おさんぽしながら、たからさがしを

してみよう！

はる なつ あき ふゆの たからさがし
矢原由布子／作・絵　アノニマ・スタジオ　2090 円

2019年に世界中の天体望
ぼうえんきょう

遠鏡を使っ

て、歴史上はじめてブラックホールの

影の撮影に成功しました。そのプロ

ジェクトの日本チームの責任者だった

岩手県奥
おうしゅう

州市水沢の天文台の先生が、

宇宙の始まりからブラックホールの最

新研究の成果まで、わかりやすく教え

てくれます。いつか宇宙人と会話をし

たい君、ぜひ今からこれを読んで予習

しておこう！

国立天文台教授が教える

ブラックホールってすごいやつ

魚屋さんやスーパーにはめったにな

らばないので「レア」。でも食べて

みるととってもおいしいので「う

ま」。幼稚園の頃
ころ

から珍
めずら

しい魚を自分

でさばいて食べては記録をつけてき

た、日本さかな検定 1級の伊藤くん

が、利用されることが少ないけれど

も、とってもおいしいお魚 196 種を、

調理法も含めて紹介する手描
が

き図鑑
かん

。

君も機
きかい

会があったら、ぜひ食べてみて。

さかな博士のレアうま魚
さかな

図鑑
伊藤柚貴／著　日東書院本社　1650 円

みなさんも一度は耳にしたことがあ

るであろうショパンの華
か

麗
れい

な音楽。

ですが、その音楽が生まれた背景で、

ショパンが祖
そ

国
こく

のために音楽で戦っ

たこと、病に苦しみ困
こんなん

難の連続だっ

たことはあまり知られていません。

ショパンの人生を知ることで、ひと

つひとつの音やフレーズが、今まで

よりいっそう鮮
あざ

やかに聴こえてくる

ようです。

音楽家の伝記：はじめに読む１冊

上から読んでも下から読んでも

同じなのが回文。動物が登場する

から動物回文。読んだら自分で

もつくってみたくなるのが回文。

だから、私も挑
ちょうせん

戦してみました。

「なんぶいかのくにでにくのかい

ぶんな（南部、イカの国で、肉の

回文な）」お粗
そ

末
まつ

さまでした…

まさかさかさま

山の中には、いろんな

におい、いろんなおと。

なにがかくれているの

かな？　けはいをかん

じたら、そっと耳をす

ませてよう。「なんだこ

れは！」な生きものた

ちが、たくさん見つかるかもしれないよ。

なんだこれは

ライトニング・メアリ

12歳の時に、世界で初めて魚
ぎょりゅう

竜（イク

チオサウルス）を発見したメアリ・ア

ニング。しかし、「発見」とは、岩に埋
う

もれた全身の骨を一つ一つ掘り出し、

組み立てなおして復元するぼう大な作

業でした。学校にもほとんど行くこと

なく、一家を支えてはたらかなければ

ならなかった少女がどうやって偉
い

業
ぎょう

を

なしとげたのか。メアリの少女時代を

想像ゆたかにえがきだしています。

すぐれた女性科学者に毎年贈られる

猿
さるはし

橋賞の名前を聞いたことがありませ

んか？　猿橋賞は、地球化学の研究者

だった猿橋勝子を記念して設
もう

けられた

賞です。まだ女性の科学者が少なかっ

た時代に、どのようにして科学者とし

ての道を切りひらいていったか、勝子

が尊
そんけい

敬してやまなかった女性科学者の

大先輩であるマリー・キュリーのエピ

ソードともあわせてご紹介します。

猿橋勝子 女性科学者の先駆者
清水洋美／文　野見山響子／絵　

汐文社　1760 円

伝記いきもののはなし

本間希樹／著　吉田戦車／イラスト　扶桑社　1430 円

石津ちひろ／文　長新太／絵 　河出書房新社　1100 円

横山寛多／作・絵　偕成社　1540 円

アンシア・シモンズ／作　カシワイ／絵　岩波書店　2090 円

竜を発掘した少女
ひのまどか／著　

ヤマハミュージック エンタテインメントホールディングス　1760 円

末さまでした…

石津ちひろ／文　長新太／絵 　河出書房新社　1100 円

ちが、たくさん見つかるかもしれないよ。

横山寛多／作・絵　偕成社　1540 円横山寛多／作・絵　偕成社　1540 円横山寛多／作・絵　偕成社　1540 円

があったら、ぜひ食べてみて。

たい君、ぜひ今からこれを読んで予習

ブラックホールってすごいやつブラックホールってすごいやつ

アンシア・シモンズ／作　カシワイ／絵　岩波書店　2090 円

ブックリスト「本はともだち」

で紹介した本について、保護者

のみなさまにむけたおすすめコ

メントも作成しました。

八戸ブックセンターのウェブサ

イトで公開しています。

イラスト・レイアウト　もりはなこ

いろをぬってね！

ショパン

動物回文集

よみたいと思ったら よみおわったら

さ

か
なをぬってね

！ か
いを
ぬってね

！

『はる なつ あき ふゆの たからさがし』より

『猿橋勝子　女性科学者の先駆者』より



コミック・ざっし・さんこうしょ
じてん・もんだいしゅう・ドリル・ゲームの本

おつりがでません。
（図書カードといっしょに使えます。）

①アリス書店　②伊吉書院 西店　③伊吉書院 類家店　④カネイリ 番町店　⑤川村商店　⑥木村書店　
⑦くまざわ書店 八戸店　⑧ TSUTAYA 八戸ニュータウン店　⑨成田本店 みなと高台店　⑩みなみ書店　⑪未来屋書店 八戸店

このブックリスト「本はともだち」は八戸にある三菱製紙八戸工場で作られた紙を使っています。
八戸工場は今から 54年前、河

か わ ら ぎ

原木地区にやってきました。
今では約 1500 人が、絵本やカレンダーなどに使用される紙をつくるために働いています。

三
みつびしせい

菱製紙
し

八
はちのへこうじょう

戸工場

八戸市教育委員会　教育指導課 八戸ブックセンター制作 協力 森  花子

八戸工業高等専門学校 戸田山  みどり

八戸市学校司書

八戸市立図書館

マイブッククーポンをつかえる本屋さんは？

つかうときに気をつけることは？
マイブッククーポンでかえない本は？

マイブッククーポンのつかいかた

1000円以下で買える名作

霧
きり

のむこうのふしぎな町
柏葉幸子／作　杉田比呂美／絵　青い鳥文庫　748 円

魔
ま

女
じょ

の宅
たっ

急
きゅう

便
びん

角野栄子／著　角川文庫　616 円

ハウルの動く城 1

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／著　徳間文庫　723 円

魔法使いハウルと火の悪魔

たびするてんとうむし
イザベル・シムレール／作・絵　

石津ちひろ／訳　岩波書店　1980 円

三菱製紙八戸工場で作られた紙が
使われているよ！

緑いっぱいの場所で、たまごを産む場所

をさがすてんとうむし。たくさんのいき

ものやしぜんに出会いながら、てんとう

むしはどこにたどりつくでしょうか？




