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2021 年度   
南区 ・ 中央区  

     おすすめ本リスト 



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 1　）

学校名： 藻岩北小学校

絵本

書名 シマフクロウのぽこ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 志茂田景樹 この絵本に書かれていることは、すべてが現実に起
きていること。野生動物と人間とが幸せに暮らせる
ようにするためにはどうしたらいいのか、絵本を読
み進めながら子どもたちと一緒に考えられたらいい
ですね。

出版社 双葉社

ISBN 978-4-575-31591-2

本体価格 1,500 円 初版年度 2021 年

児童書

書名 虹いろ図書館のへびおとこ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 櫻井　とりお かの辻村深月さんも絶賛！いじめがきっかけで学校
に行けなくなった小６のほのか。たどり着いた図書
館で不思議な司書、謎の少年、そしてたくさんの本
に出会い、彼女の世界が少しずつ動き出す。いじめ
を題材にしてはいますが、読むとほんわり温かい気
持ちに包まれること請け合いです。

出版社 河出書房新社

ISBN 978-4-309-02838-5

本体価格 1,200 円 初版年度 2019 年

一般書

書名 カカ・ムラド （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 ガフワラ 志し半ばで凶弾に倒れた中村哲医師のアフガニスタ
ンでの功績を後世に語り継ぐため、同国で出版され
た２冊の絵本「カカ・ムラド～ナカムラのおじさん
」と「カカ・ムラドと魔法の小箱」に解説を加え一
冊にまとめられたもので、日本語翻訳制作を「さだ
まさし」が担当。絵本ではありますが、大人にこそ
読んでもらいたい一冊です。

出版社 双葉社

ISBN 978-4-575-31591-2

本体価格 1,500 円 初版年度 2021 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 2　）

学校名： 藤の沢小

絵本
書名 エゾオオカミ物語 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 あべ弘士

それはたった１００年ほど前のこと…。
絶滅してしまったエゾオオカミと人間の歴史をシ
マフクロウが静かに語ります。

出版社 講談社

ISBN 978-4-06-132386

本体価格 1,500 円 初版年度 2008 年

児童書

書名 思いはいのり、言葉つばさ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 まはら三桃
現在は消えつつある中国の女文字「ニュウシュ
（女書）」をモチーフに書かれた物語。
昔の中国の女性の生活も知ることができて、少し
切ないお話しです。

出版社 アリス館

ISBN 978-4-7520-0896-5

本体価格 1,400 円 初版年度 2019 年

一般書

書名 ひと （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 小野寺　史宜

二十歳の秋、母が急死してたった一人になった。
大学は中退。そんなある日の午後、空腹に負けて
吸い寄せられた総菜屋で運命が変わっていく。

出版社 祥伝社

ISBN 978-4-396-63542-8

本体価格 1,500 円 初版年度 2018 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 3　）

学校名： 真駒内曙中学校

絵本
書名 まどのむこうのくだものなあに？ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 荒井真紀
小さな窓から果物の一部がのぞいて、なんだろう？
ページをめくるとまるで図鑑のように細かく、でも
美味しそうに描かれた果物の姿が。読み聞かせで盛
り上がりそうです。

出版社 福音館書店

ISBN 978-4-7515-3033-7

本体価格 1,540 円 初版年度 2021 年

児童書

書名 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 令丈　ヒロ子 「ツキヨコンビニ」には、冷え性の方におすすめの”
ボルケーノシリーズ”や、大人気の”エモーシュン・
アイス”など、ふしぎな商品がいっぱい。コンビニな
のに薄暗い、月夜のようなその店に集うのは風変わ
りなお客さん。そこに一人の少年が紛れ込み‥‥。

出版社 あすなろ書房

ISBN 978-4-7515-3033-7

本体価格 1,540 円 初版年度 2021 年

一般書

書名 ヴィオラ母さん （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 ヤマザキマリ

生きることって結局は楽しいんだよ。音楽と娘と自
分の人生を真摯に愛する規格外な母リョウコのまる
で「朝ドラ」のような人生！

出版社 文藝春秋

ISBN 978-4-16-390962-2

本体価格 1,430 円 初版年度 2019 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 4　）

学校名： 藤野小学校

絵本

書名 ぼくのジィちゃん （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 くすのきしげのり

運動会の応援に来てくれたジィちゃん。　　ジィ
ちゃんにはぼくの知らない秘密があった！スピー
ド感もあり、読み終えると心温まる絵本です。

出版社 佼成出版社

ISBN 978-4-333-02698-2

本体価格 1,430 円 初版年度 2015 年

児童書
書名 十年屋 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 廣嶋玲子
忘れたくても忘れられない大切なものを思い出と
一緒に魔法でお預かりします。ただし「お客様の
時間1年分」と交換で…。銭天堂シリーズの作者
による不思議なお店の物語です。

出版社 静山社

ISBN 978-4-86389-453-2

本体価格 1,320 円 初版年度 2018 年

一般書
書名 麦本三歩の好きなもの （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 住野よる

図書館に勤務する女の子、麦本三歩のなにげない
日常を描いた作品。日々の小さな幸せを愛おしく
感じられる、ほっこりするお話しです。

出版社 幻冬舎

ISBN 978-4-344-03435-8

本体価格 1,540 円 初版年度 2019 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 5　）

学校名： 南小学校

絵本

書名 ゾウの森とポテトチップス （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 横塚　眞己人
ボルネオ島では、油を採るためにたくさんのアブラ
ヤシを植えていて、そのためにゾウやほかの動物た
ちの生活の場を奪っている、ということをこの絵本
を読むまで知りませんでした。

出版社 (株)そうえん社

ISBN 978-4-88264-330-2

本体価格 1,300 円 初版年度 2012 年

児童書
書名 ハイキュー‼ショーセツバン‼ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 古舘春一・星希代子
ジャンプのバレー漫画の小説版ですが、部活ってい
いなぁ、青春っていいなぁ。と、男子高校生たちの
おバカなノリにふふっとなりながら読める小説です
。

出版社 集英社インターナショナル

ISBN 978-4-08-703291-8

本体価格 650 円 初版年度 2013 年

一般書
書名 夫のトリセツ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 黒川　伊保子 男性の行動を、脳の働きから分析していく本書。脳
がわかると、ぼんやりする男子にも「あー、空間認
知力をあげてるな、よしよし」と思えたり、ちょっ
と気が張ると音声認識機能を停止させてしまうので
、こちらの言うことがほぇほぇぴ～みたいにしか聞
こえない等、面白く読めました。

出版社 講談社

ISBN 978-4-06-517889-8

本体価格 820 円 初版年度 2019 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 6　）

学校名： 簾舞小学校

絵本
書名 コッケモーモ！ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 ジュリエット・ダラス＝コンテ
泣き方を忘れてしまったおんどりのお話しです。
コッケモーモ！コッケガーガー！
子どもが喜びそうな擬音語が楽しく、読み聞かせ
にお勧めです。

出版社 徳間書店

ISBN 978-4-19-861450-8

本体価格 1,400 円 初版年度 2001 年

児童書
書名 とっておきの詩 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 村上　しいこ
国語の時間に「詩」をつくる宿題が出て、これが
なかなか難しい。詩が身近なものに感じられれて
楽しくなる一冊です。
ユーモアがあって最後にはキュンとします。

出版社 PHP研究所

ISBN 978-4-569-78007-8

本体価格 1,100 円 初版年度 2009 年

一般書
書名 ファイヤーボール （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 原　宏一

リストラされた元商社マンが町内会でとんでもな
いお祭りを作り出す。
「大人が熱くなれるもの」とは何か、とびっきり
熱くて元気が湧いてきます。

出版社 PHP研究所

ISBN 978-4-569-80242-8

本体価格 1,600 円 初版年度 2012 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 7　）

学校名： 南の沢小学校

絵本
書名 すいかのたび （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 高畠　純

なぜか一つだけ海に浮いているすいかと、海の動物
たちとの出会い、淡々とした展開に思わずクスｯと笑
ってしまいます。

出版社 絵本館

ISBN 978-4-87110-188-2

本体価格 1,200 円 初版年度 2011 年

児童書
書名 てのひらかいじゅう （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 松林　利光
よく見ると、意外と愛らしい爬虫類。苦手な人も多
いかもしれませんが、だんだんとかわいく見えてく
るのが不思議です。捕らえ方や飼育法もあり、興味
を持った子供たちにぜひ！

出版社 そうえん社

ISBN 978-4-88264-450-7

本体価格 1,100 円 初版年度 2008 年

一般書
書名 風が強く吹いている （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 三浦　しをん

日本のお正月の風物詩となっている箱根駅伝。著者
の駅伝愛が伝わってくるようなとても素敵な小説で
す。１０人のランナーそれぞれの個性が光るところ
にも惹かれます。

出版社 新潮社

ISBN 978-4-10-454104-4

本体価格 円 初版年度 2006 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 8　）

学校名： 真駒内桜山小学校

絵本

書名 ライフタイム　いきものたちの一生と数字 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 ローラ･M･シェーファー　ぶん　　　　　　　　
クリストファー･サイラス･ニール　え

副題通り、いきものたちの一生の間におこる事が
らに関する数字の本。子孫を残すための、姿かた
ちの、食べもののための様々な数字が表されてい
る。巻末にはいきものたちの生態も乗っており、
なぜその数字が出てきたかの計算式も記載されて
いる。

出版社 ポプラ社

ISBN 978-4-591-14540-1

本体価格 1,500 円 初版年度 2015 年

児童書

書名 世界でいちばん素敵な雲の教室 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 荒木健太郎 『世界でいちばん素敵な教室』シリーズ。美しい
写真と簡単なＱ&Ａが記載されている。図鑑と遜
色ない内容で、シリーズの他の本の取り上げてい
るテーマも理科だけでなく言語や社会的な内容が
あり、幅広い年齢層が楽しめる。（既刊29冊・Ｒ
03現在）

出版社 三才ブックス

ISBN 978-4-86673-033-2

本体価格 1,500 円 初版年度 2018 年

一般書

書名 鬼人幻燈抄　葛野編　水泡の日々 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 中西モトオ 江戸時代、出奔した江戸から流れ着いた土地で鬼
を退治する役目を担う青年とその妹。しかし妹は
実は鬼であり、ある日事件が起こり妹が170年後
に厄災を起こすと告げられる。江戸時代から平成
にむかって物語が進んでいく1冊目。（既刊7巻）

出版社 双葉社

ISBN 978-4-575-24185-3

本体価格 1,300 円 初版年度 2019 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 9　）

学校名： 幌南小学校

絵本

書名 パンどろぼう （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 柴田ケイコ
パンが大好きなパンどろぼう。”世界でいちばんおい
しいパン”を盗み出したけど…。
絵本全てがパンだらけ。パンどろぼうはとってもキ
ュート☆です。

出版社 角川書店

ISBN 978-4-404-109060-2

本体価格 1,300 円 初版年度 2020 年

児童書

書名 マンホール大百科 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 鈴木出版マンホール研究会

全国各地の色々なマンホールが大集合！
これを見たら、探しに行きたくなるかも！！

出版社 すずき出版

ISBN 978-4-790-23366-4

本体価格 4,800 円 初版年度 2020 年

一般書

書名 自転しながら公転する （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 山本　文緒
２０２１年度、本屋大賞ノミネート作品。読了後に
『エピローグ』と『プロローグ』、タイトル『自転
しながら公転する』の意味が分かる一冊！

出版社 新潮社

ISBN 978-4-103-08012-1

本体価格 1,800 円 初版年度 2020 年



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 10　）

学校名： 藻岩小学校

絵本
書名 びんぼうがみとふくのかみ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 大川　悦生

あまり良いイメージではない貧乏神。山形県の一
部では違うイメージで語られている民話。言葉の
思い込みについて考えさせられてしまいました。

出版社 ポプラ社

ISBN 978-4-591-01669-2

本体価格 1,000 円 初版年度 1980 年

児童書
書名 特急おべんとう号 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 岡田　よしたか

どうしても「読み物」と言われる本を借りなくて
はいけないときに、漢字すべてにふりがながあり
、絵が多い「逃げ」られる読み物です。

出版社 福音館書店

ISBN 978-4-8340-2409-1

本体価格 1,500 円 初版年度 2009 年

一般書
書名 10歳の質問箱 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会　編

子どもの素朴で素直な質問に大人が真剣に答えて
います。子どもにも読んで考えてほしい本ですが
、大人が読んでも考えさせられます。

出版社 小学館

ISBN 978-4-09-227181-4

本体価格 1,300 円 初版年度 2015 年



学校名

絵本

1300+税 円 初版年度

1,540 円 初版年度

990 円 初版年度

令和3年度おすすめ本リスト

書名 ふまんがあります （あらすじやおすすめのポイントなど）

子どもと大人のやり取りが楽しく、子どもの言葉に

共感。大人の言い訳に共感。くすっと笑える絵本

著作名 ヨシタケ　シンスケ

出版社 PHP研究所

ISBN 9784569785028

本体価格 2015 年

児童書

書名 マインクラフト　勇気の旅 （あらすじやおすすめのポイントなど）

「マインクラフト」の公式小説第５弾。ゲームは大

好きだけど読書は苦手な子に読んで欲しい一冊。本

の中でも、ゲームをしている時のようなドキドキを

感じられると実感して欲しい。

著作名 著：ジェイソン・フライ

訳：金原瑞人,松浦直美

出版社 竹書房

ISBN 9784801926073

極アウトプット～ 「伝える力」で

人生が決まる～

（あらすじやおすすめのポイントなど）

人生を切り開くための具体的な方法が医学的なエビ

デンスだけにとどまらずに、著者自身の生き様でも

示しているところが説得力がある。十代の若者に向

けてわかりやすく書かれた本であるが、大人こそが

読んでほしい内容。すべての年代にお勧めしたい本

である。

著作名 樺沢紫苑

出版社 小学館

ISBN 9784092272835

本体価格 2021 年

南　　区　　（区No. 11）

学校名：　　澄川小学校

本体価格 2021 年

一般書

書名



令和3年度おすすめ本リスト 南 区　　（区No. 12　）

学校名： 石山緑小学校

絵本
書名 おともだちたべちゃった！ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 ハイディ・マッキノン
衝撃的なタイトルに思わず手に取りました。「ど
こいったん」「みつけてん」などのジョン・クラ
ッセンの絵本にざわざわ心を揺らした子がみんな
はまっています。

出版社 湖出版社

ISBN 978-4-2670-2147-3

本体価格 1,540 円 初版年度 2018 年

児童書
書名 からだの免疫キャラクター図鑑 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 岡田　春恵
コロナの対応で、自分の体のこと、ウイルスのこ
と知りたいこどもたちに人気の本です。可愛らし
いキャラクターを楽しんで見ることで、細胞の名
前・働きを知ることができます。

出版社 日本図書センター

ISBN 978-4-2824-0401-9

本体価格 1,650 円 初版年度 2017 年

一般書
書名 世界はほしいモノにあふれてる （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 NHK「世界は欲しいものにあふれてる制作班」
なかなか旅行に行ったり、自由に買い物にも行け
ない中、好きなものに囲まれたおうち時間を過ご
すことを想像。異国の街で最高に自分好みの〇〇
と出会う妄想がとってもはかどる本です。写真も
とっても美しい。

出版社 KADOKAWA

ISBN 9784047358973 

本体価格 1,705 円 初版年度 2020 年


