
図書館おすすめの本（2022年版）

《低学年》

書名　 分類 著者　 出版社

1 いきものちえくらべ E1-Eイキ
海野 和男・中村 庸夫∥ほか写真

嶋田 泰子∥文
童心社

2 おでかけどうぶつえん E1-Eキタ
阿部 浩志∥文 北村 直子∥絵

成島 悦雄∥監修
学研教育出版

3 オニタロウ K913.6コサ こさか まさみ∥文 北村 人∥絵 福音館書店

4 かしこいうさぎのローズバッド K933.7ベメ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥文・絵

小宮 由∥訳
大日本図書

5 ガラスのうま Ｋ913.6ソヤ 征矢 清∥作 林 明子∥絵 偕成社

6 こぎつねコンとこだぬきポン Eフタ 松野  正子∥文 二俣  英五郎∥画 童心社

7 こぶたのむぎわらぼうし Ｋ913.6モリ 森山 京∥作 佐野 洋子∥絵 小峰書房

8 サインとマーク K-D6-727 村越　愛策／監修　 フレーベル館

9 しっぱいにかんぱい! K913.6ミヤ 宮川 ひろ∥作 小泉 るみ子∥絵 童心社

10

すがたをかえるたべものしゃしんえ

ほん 8

ソーセージができるまで

KC2-619 宮崎 祥子∥構成・文 白松 清之∥写真 岩崎書店

11 そらのうえのそうでんせん Ｅ1-Ｅカマ 鎌田 歩∥作 アリス館

12 タヌキの土居くん K913.6トミ 富安 陽子∥作 大島 妙子∥画 福音館書店

13 たびするてんとうむし Ｅシム
イザベル・シムレール∥文 ・絵

石津 ちひろ∥訳
岩波書店

14
タンポポのたねどうしてとんでいく

の?
Ｅ1-Ｅゴト

ごとう まきこ∥絵

かんちく たかこ∥文
文一総合出版

15 ドラゴンにごようじん Ｋ913.6モイ 茂市 久美子∥作 とよた かずひこ∥絵 国土社

16 にげだしたひげ Ｅウエ
シビル・ウェッタシンハ∥作

のぐち ただし∥訳
木城えほんの郷

17 ハナさんのおきゃくさま K913.6カド 角野 栄子∥作 西川 おさむ∥絵 福音館書店

18 ふらいぱんじいさん Ｋ913.6カン 神沢 利子∥作 堀内 誠一∥絵 あかね書房 

19 まいごのふたご K933.7ホガ
アイネス・ホーガン∥おはなし

石井 桃子∥訳 野口 弥太郎∥絵
岩波書店

20 ヤマネコとアザラシちょうさだん Ｅイガ 五十嵐 美和子∥作・絵 PHP研究所

21 わたし、パリにいったの Ｋ913.6タカ たかどの ほうこ∥著 のら書店

22 王さまのアイスクリーム Ｋ933.7ステ
フランセス・ステリット∥文

光吉 夏弥∥訳 土方 重巳∥絵
大日本図書

23 王さまのお菓子 Eクラ 石井 睦美∥文 くらはし れい∥絵 世界文化社

24 黒ネコジェニーのおはなし 1 K933.7アヴ
エスター・アベリル∥作・絵

松岡 享子・張替 惠子∥共訳
福音館書店 



《中学年》

書名　 分類 著者　 出版社

1 一撃をねらえ! K913.6ｱｻ あさだ りん∥作 酒井 以∥絵 金の星社

2 オンボロやしきの人形たち K933.7バネ
フランシス・ホジソン・バーネット∥作

尾崎 愛子∥訳 平澤 朋子∥絵
徳間書店

3
カブトムシの音がきこえる

土の中の11か月
KE3-486.6 小島 渉∥文 廣野 研一∥絵 福音館書店

4 がんばれ!駐在っ子 K913.6ヨシ よしい たかこ∥作 本間 弘子∥絵 新風舎

5
クモのアナンシ

ジャマイカのむかしばなし
K933.7シヤ

フィリップ  M.シャーロック∥再話

マーシャ・ブラウン∥絵 小宮 由∥訳
岩波書店 

6 けんか餅 （お江戸豆吉　1) K913.6キリ 桐生 環∥作 野間 与太郎∥絵 フレーベル館

7 手と手をぎゅっとにぎったら K913.6ヨコ 横田 明子∥作 くすはら 順子∥絵 佼成出版社

8
ペットのきんぎょがおならをしたら

…?
Ｋ933.7ロゼ

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

9
へんくつさんのお茶会

おいしい山のパン屋さんの物語
K913.6クス 楠 章子∥作 井田 千秋∥絵 学研プラス

10
ホオズキくんのオバケ事件簿 1

オバケが見える転校生!
K913.6トミ 富安 陽子∥作 小松 良佳∥絵 ポプラ社

11 ホネホネたんけんたい KE5-481.16
西澤 真樹子∥監修・解説

大西 成明∥写真
アリス館

12 またたびトラベル Ｋ913.6モイ 茂市 久美子∥作 黒井 健∥絵 学研

13 まんじゅうこわい （落語絵本） Ｅ1-Ｅカワ 川端　誠∥〔作〕 クレヨンハウス

14
みんな知りたい!ドクターイエロー

のひみつ
KF2-546.5 飯田 守∥著 講談社

15 もしもトイレがなかったら KC4-518.51 加藤 篤∥著 少年写真新聞社

16 ようこそ!葉っぱ科学館 KC1-471.1 多田 多恵子∥写真・文 少年写真新聞社



《高学年》

書名　 分類 著者　 出版社

1
エレキテルの謎を解け

電気を発見した技術者平賀源内
KA2-289.1 鳴海 風∥著 高山 ケンタ∥画 岩崎書店

2 恐竜がくれた夏休み Y2913.6ハヤ はやみね かおる∥作 武本 糸会∥絵 講談社

3 こおり KF3-451.68 前野 紀一∥文 斉藤 俊行∥絵 福音館書店

4 縄文の狼 K913.6イマ 今井 恭子∥作 岩本 ゼロゴ∥画 くもん出版

5 スチュアートの大ぼうけん Ｋ933.7ホワ
E.B.ホワイト∥著

ガース・ウイリアムズ∥絵
あすなろ書房

6 すてきなタータンチェック KD6-753.3 奥田 実紀∥文 穂積 和夫∥絵 福音館書店

7 空とぶベッドと魔法のほうき Ｋ933.7ノト メアリー・ノートン∥作 猪熊 葉子∥訳 岩波書店

8
チバニアン誕生

方位磁針のN極が南をさす時代へ
KF4-456.82 岡田 誠∥著 ポプラ社

9
天の蚕が夢をつむぐ

大島紬ものがたり
KB4-586.47 谷本 雄治∥著 フレーベル館

10 天の台所 K913.6オチ 落合 由佳∥著 講談社

11
夏休みに、ぼくが図書館で見つけた

もの
K913.6ハマ 濱野 京子∥作 森川 泉∥絵 あかね書房

12 バウムクーヘンとヒロシマ K913.6スヤ 巣山 ひろみ∥著 銀杏 早苗∥絵 くもん出版

13
風船で宇宙を見たい!

やってみることから開ける無限の未
KF3-746.5 岩谷 圭介∥著 くもん出版 

14
ぼくのまつり縫い

手芸男子は好きっていえない
Ｋ913.6コウ 神戸 遙真∥作 井田 千秋∥絵 偕成社

15 名探偵カッレ 城跡の謎 Ｋ949.83リン
アストリッド・リンドグレーン∥作

菱木 晃子∥訳 平澤 朋子∥絵
岩波書店

16
ロアルド・ダールコレクション 16

マチルダは小さな大天才
Ｋ938.78ダル

ロアルド・ダール∥著

クェンティン・ブレイク∥絵

宮下 嶺夫∥訳

評論社 


