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第５８回青少年読書感想文全国コンクール課題図書と第４５回ＹＢＣ
読書感想「本の森たんけん」指定図書の一覧です。
※ このリストにある本は、展示期間中(７月１７日〜８月１８日)は
貸出しが出来ません。図書館の中で読んでください。

第５８回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

◇小学校低学年◇
ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド
まつおか たつひで／作・絵
ポプラ社

2011.7

Z913.8/ﾏﾂ/

誕生日に恐竜の着ぐるみパジャマをもらったぼくは、うれしくて公園に着て行った。す
ると、本物の恐竜たちがきて「ぼくたちの世界へ遊びに来てよ」と誘われて…。
またおいで
もりやま みやこ／作

あかね書房

2011.10

Z913.8/ﾓﾘ/

お父さんを待つウサギの子に出会った、キツネの子。目に涙をいっぱいにためたウサギ
の子を励ましたくて、キツネの子はあることを提案しますが…。小さな出会いを描く、
あたたかなお話。
パンケーキをたべるサイなんていない?
アンナ・ケンプ／ぶん
BL出版

2011.12

Z933.7/ｹﾝ/

いつも忙しいデイジーのママとパパ。かわりに話を聞いてくれたのは、とつぜんデイ
ジーの家にやってきた、大きなむらさき色のサイだったのです…。ゆかいで心あたたま
る絵本。
へいわってどんなこと? 日・中・韓平和絵本
浜田 桂子／作
童心社
2011.4

Z913.8/ﾊﾏ/

きっとね、平和ってこんなこと。戦争をしないこと、爆弾なんか落とさないこと、家や
町を破壊しないこと…。日本・中国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもたちにおく
る平和絵本シリーズ。
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◇小学校中学年◇
ココロ屋
梨屋 アリエ／作

文研出版

2011.9

Z913.8/ﾅｼ/

先生に「ココロを入れかえなさい」と怒られ、教室から逃げ出したひろき。その目の前
にココロ屋が現れた。ひろきが、ココロ屋の やさしいココロ と自分のココロを取り
かえてみると…。
チョコレートと青い空 ホップステップキッズ!
堀米 薫／作
そうえん社
2011.4

Z913.8/ﾎﾘ/

周二の家は近所でも珍しい専業農家。ある日、ガーナ人の研修生エリックさんがやって
きた。頼もしいエリックさんといっしょの楽しい日々。そしてエリックさんは、周二に
とても大切なことを教えてくれた…。
ここがわたしのおうちです
アイリーン・スピネリ／文

さ・え・ら書房

2011.10

Z933/ｽﾋﾟ/

父親が職を失ったダイアナ一家は、住み慣れた家を離れ、祖父の家に引っ越す。親友と
の別れ、知らない土地でのとまどいと新しい出会いを、女の子の視点で細やかに綴る。
カモのきょうだいクリとゴマ
なかがわ ちひろ／作・絵

アリス館

2011.9

Z488.69/ﾅｶ/

田んぼのあぜ道で拾ったカモの卵からかえったのは、あまえんぼうのクリと、くいしん
ぼうのゴマ。2羽が見せてくれた、さまざまな不思議、そして命のきらめきを伝えるノ
ンフィクション。

◇小学校高学年◇
心の森
小手鞠 るい／作

金の星社

2011.12

Z913.8/ｺﾃﾞ/

父の転勤でアメリカの小学校に転校した少年・響は、ある日、家の裏庭に続く森で不思
議な少女に出会う。少女の名前はデイジー。響は森の動物とふれあいながら、彼女の優
しさに心ひかれていくが…。
走れ!マスワラ
グザヴィエ=ローラン・プティ／作

PHP研究所

2011.9

Z933.7/ﾌﾟﾃ/

心臓に障害がある娘の手術費用を手に入れるため、マラソン大会への出場を決意するス
ワラ。たびたび心臓発作におそわれながらも、常に母を心配する娘シサンダ。そんな親
子を見守る人々…。人と人のきずながあたたかい物語。
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わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋
モリー・バング／作
評論社
2011.6

Z933.7/ﾊﾞﾝ/

私たちが毎日使っている電気も、もともとは太陽の光。電気を節約し、賢く使うこと
は、電気を作りだすことと同じくらい重要なのです…。人間がどのように電気を手に入
れているかを語る科学絵本。
ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密
こうやま のりお／著
講談社
2011.4

Z762.1/ｺｳ/

生まれたときから光のない世界で、人と心をかよわす方法をピアノに見出してきた辻井
伸行。聴く人すべての心をゆさぶる、奇跡の音色の秘密に迫ります。
◇中学校◇
地をはう風のように
高橋 秀雄／作
福音館書店

2011.4

Z913.8/ﾀｶ/

何もかも吹き飛ばす荒々しい風。どん底の生活。そんな境遇の中でも、少年コウゾウ
は、生きている実感や人の温かさまでを受け止めて懸命に生きる。本物の幸せを描く、
心あたたまる作品。
怪物はささやく
シヴォーン・ダウド／原案

あすなろ書房

2011.11

Z933.7/ﾀﾞｳ/

ある夜、怪物が少年とその母親の住む家に現れた。それはイチイの木の姿をしていた。
怪物が3つの物語を語り終えたら、少年が4つめの物語を話さなくてはならないという
…。嘘と真実、そして喪失と浄化の物語
地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る
大木 聖子／著
くもん出版
2011.12

Z453/ｵｵ/

大地の声に耳をかたむける地震学者が、地震の正体から、地震と津波の発生原因、巨大
地震によって引きおこされる現象、命を守るために人々ができることまでを解説する。
◇高等学校◇
オン・ザ・ライン
朽木 祥／著

小学館

2011.7

Z913.8/ｸﾂ/

体育会系だが活字中毒の少年・侃は、仲よくなった友だちに誘われてテニス部に入るこ
とになった。テニス三昧の明るく脳天気な高校生活が、いつまでも続くように思えたが
…。少年たちのあつい友情、そして明日への希望の物語。
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ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・ケリー／作

ほるぷ出版

2011.7

Z933.7/ｹﾘ/

1899年、新世紀を目前にしたテキサスの田舎町。11歳のキャルパーニアは、変わり
者のおじいちゃんの「共同研究者」となり、実験や観察を重ねるうち、次第に科学の面
白さにひかれていきますが…。
パスタでたどるイタリア史
池上 俊一／著
岩波書店

2011.11

Z383.837/ｲｹ/

麺にもソースにもイタリアの歴史と人々の夢がぎっしり! 日本でも身近になったイタリ
アの国民食パスタがその故郷でどのように生まれ、育っていったのかを、2000年以上
におよぶ歴史をたどりながら紹介する 。
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第４５回

ＹＢＣ読書感想「本の森たんけん」課題図書

◇小学校低学年◇
タンポポ あの日をわすれないで
光丘 真理／文
文研出版

2011.10

Z913.8/ﾐﾂ/

子どもたちの願いがタンポポの綿毛となって飛んでいき、明るい笑顔の花がたくさん咲
きますように…。2011年3月11日、小学校の授業中に地震に襲われた子どもたちや、
津波の様子、その後の避難所での日々などを描く。
たかこ
清水 真裕／文

童心社

2011.4

Z913.8/ｼﾐ/

ぼくのクラスにやってきた、転校生の女の子。「たかこ」っていう名前なんだって。た
かこは、自分の顔を扇で隠していたり、筆でノートをとったり、なんだか「いとをか
し」な子で…。
キャベツがたべたいのです
シゲタ サヤカ／作・絵

教育画劇

2011.5

Z913.8/ｼｹﾞ/

「キャベツが食べたい」と願うチョウチョたちがたどり着いた一軒の八百屋。話を聞い
た八百屋のおじさんが作ってくれた特製ジュースを飲むと、チョウチョたちはたちまち
おじさんになって…。切り抜いて作る指人形付き。
しげちゃん
室井 滋／作

金の星社

2011.5

Z913.8/ﾑﾛ/

「わたし、じぶんの名前、キライ!」 男の子みたいな名前のせいでしょっちゅういやな
目にあっている小学1年の女の子しげるは、お母さんに「もっとかわいい名前にかえて
よ」と言いますが…。親の愛情が心に響く絵本。
木をうえるスサノオ
岡崎 ひでたか／作

新日本出版社

2010.8

Z913.8/ｵｶ/

大昔に海をわたってやってきた、ひげもじゃもじゃの男・スサノオ。はげ山ばかりの紀
州の山に木を植えようと、あごのヒゲをきゅっきゅっとぬいて、ぷぅーっとふくと…。
ゆかいな神さま・スサノオのお話。
◇小学校中学年◇
うさぎの庭
広瀬 寿子／作

あかね書房

2010.11

Z913.8/ﾋﾛ/

自分の気持ちをうまく話せない修は、古い洋館に住むおばあさんと出あい、少しずつ変
わってゆく…。少年とおばあさんの心の交流をあたたかく描く物語。
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エレベーターは秘密のとびら
三野 誠子／作
岩崎書店

2010.8

Z913.8/ﾐﾉ/

エレベーターでふしぎな体験をしたリセ。どうやらリセの住むマンションの「変なうわ
さ」は本当らしい。ナゾときに乗りだしたリセたちだが…。女の子3人の、ドキドキ・
ワクワクがつまったハートフル・ファンタジー。
男子☆弁当部 1 オレらの友情てんこもり弁当
イノウエ ミホコ／作
ポプラ社

2010.8

Z913.8/ｲﾉ/1

クラスのイケメン男子3人が、なぜか「弁当部」を結成! 電子レンジでできるおかずだ
けで弁当コンクールに挑んだのは、熱〜い友情のためだった…。すぐできる、かんたん
レシピつき。
ヤマネさん お山にかえるまで
西村 豊／写真・文
アリス館

2011.10

Z489.473/ﾆｼ/

ヤマネは、体長およそ10〜13センチメートルしかなく、木と似た色をしている生き物
です。長野県で「野生傷病鳥獣救護ボランティア」をしている自然写真家が、ヤマネの
生態や特徴などを写真で紹介します。
奇跡の一本松 大津波をのりこえて
なかだ えり／絵・文
汐文社

2011.10

Z913.8/ﾅｶ/

2011年3月11日。津波に襲われた岩手県陸前高田市の高田松原で7万本もの松が流さ
れたなか、たった1本残った松。人々を励ましている「奇跡の一本松」が、松原の歴
史、何度も襲ってきた津波、そして復興を語る絵本。
◇小学校高学年◇
ぼくはおじさん アイム・アン・アンクル
山下 奈美／作
小峰書店

2009.7

Z913.8/ﾔﾏ/

16歳年上の兄に赤ちゃんが生まれるため、小6で「おじさん」になる大志は、それが
イヤでイヤでしかたがない。しかも、声変わりの時期で、得意の剣道の気合いの声がう
まくでなくて…。
リターン!
山口 理／作

文研出版

2011.3

Z913.8/ﾔﾏ/

めんどくさがりだったイッキは、偶然出あったブーメランに夢中になる。やがて大会を
目指して特訓するが…。手作りブーメランの面白さや競技ブーメランの迫力を描く物
語。紙ブーメランの作り方も掲載。コピーして使う型紙付き。
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「けんぽう」のおはなし
井上 ひさし／原案

講談社

2011.4

YZ323.14/ｲﾉ/

日本国憲法の大切さを訴えつづけた作家・井上ひさしが、憲法への思いを子どもたちに
やさしく語る。実際に小学生を前にして話した内容を絵本として再構成したもの。
教室 消えない虹
真田 コジマ／作

金の星社

2010.9

Z913.8/ｻﾅ/

両親からの期待、離婚、妹の誕生、初恋、コンプレックス…。いつも笑っているあの子
にも悩みがある。5年2組という社会で生きる子どもたちの心の成長と、絆を描いた物
語。
宇宙がきみを待っている
若田 光一／著
汐文社

2011.4

Z538.9/ﾜｶ/

国際宇宙ステーションに長期滞在した宇宙飛行士・若田光一さんが、大空にあこがれた
子ども時代や、宇宙飛行士になって訓練を受けた日々、宇宙での生活などを紹介しま
す。若田さんへの質問も掲載。
◇中学校◇
あの日、ブルームーンに。
宮下 恵茉／著
ポプラ社

2011.5

Z913.8/ﾐﾔ/

誰かを好きになるのって、想像してたよりずっと軽やかで、自然なことだったんだな
…。「早く卒業して、知り合いのいない高校に行きたい」と思っていた結愛は、金髪の
男の子に、はじめての恋をした。
スウィング!
横沢 彰／作

童心社

2011.11

Z913.8/ﾖｺ/

父親が亡くなった後、残された田んぼを耕す決意をする直。野球部のチームメンバーた
ちは直の決断に揺れる。中学最後の公式戦まであと2か月。「野球も田んぼも、本気で
やる」 仲間とともに直は全力で駆けぬける!
パンプキン! 模擬原爆の夏
令丈 ヒロ子／作
講談社

2011.7

Z913.8/ﾚｲ/

身近にあっても見すごしていた戦争の大きな傷あとを、夏休みの自由研究で調べてみる
と…。1945年、終戦の年に、原爆投下の練習のため模擬原爆・通称パンプキン爆弾が
日本各地に落とされていた事実を小説で紹介する。
心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師 思い出が動きだす日
今西 乃子／著
金の星社
2011.12
Z369.31/ｲﾏ/
2011年3月11日、東日本大震災。津波がうばった母親の面影を、ひとりの女性が生
前の姿にもどしていく。被災地にボランティアで入り、遺族の思いが動き出す瞬間を見
てきた復元納棺師の記録。
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夢うばわれても 拉致と人生
蓮池 薫／著
PHP研究所

2011.10

289.1/ﾊｽ/

夢と希望を断ち切られ、生きることは、挑戦だった。帰国後の日本での暮らしも、また
挑戦…。挑戦とは、現実から逃げないこと。24年間の拉致体験と現在を語る。NHKBS
「100年インタビュー」の内容をもとに単行本化。
◇高等学校◇
少年弁護士セオの事件簿 1 なぞの目撃者
ジョン・グリシャム／作
岩崎書店

2011.9

Z933.7/ｸﾞﾘ/1

ゴルフ場からはじまる殺人事件、姿なき目撃者、刻々とせまる評決のとき-。13歳の少
年セオだけが、事件のカギをつかんだ。真犯人は、だれだ!? 巨匠グリシャムによる、
ジュニア向け法廷ミステリー。
浅田真央さらなる高みへ
吉田 順／著
学研教育出版

2011.2

Z784.6/ﾖｼ/

もっと強く、もっとしなやかに。ただひたすらに、前へ…。誕生からフィギュアスケー
トとの出会い、世界ジュニア選手権・初出場初優勝、2度目の世界女王、20歳の全日本
選手権まで、浅田真央の全軌跡。折り込みフォト付き。
夏海の、これから キムの十字架
和田 登／著
草土文化

2011.12

Z913.8/ﾜﾀﾞ/

中学3年生の夏海は、9歳のときに両親を交通事故で亡くし、妹といっしょに祖父母に
あずけられていた。ある日、夏海は祖父の書斎で母の作文を発見し…。『子どものしあ
わせ』連載に加筆して単行本化。
鉄のしぶきがはねる
まはら 三桃／著

講談社

2011.2

Z913.8/ﾏﾊ/

工業高校機械科1年唯一の女子、冷たく熱い鉄の塊に挑む。めざせ、ものづくりの真髄!
「高校生ものづくりコンテスト」に挑戦する女子高生の旋盤青春物語。
日本の津波災害
伊藤 和明／著

岩波書店

2011.12

Z369.31/ｲﾄ/

日本人の祖先は、地震によって、どんな津波災害を体験してきたのか。日本書紀に記さ
れた最古の津波から、2011年の東日本大震災まで、印象的なエピソードを交えながら
たどる津波災害の日本史。
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