
『みんなに読んでほしい本 大募集！』

優秀作品

よ ほん だ い ぼ し ゅ う

ゆうしゅう さ く ひ ん

しってることもくわしくおしえてくれる。

わからなかったこともしれておもしろい。

たくさんのへー！と わお‼と ふしぎが

いっぱいのすてきなほん。

（大津市 1年生 竹内 ひなた さん）

『なぜ？どうして？

かがくのお話１年生』

大山 光晴 監修

学研プラス

『ねずみのかいすいよく』

山下 明生 作

いわむら かずお 絵

ひさかたチャイルド

ねずみたちが、なつやすみにうみにあそび

にきたよ。ねずみのおとうさんがいわでお

ひるねしていたらかえれなくなって、こども

たちがちからをあわせてたすけにいきます。

（大津市 1年生 山中 理暖 さん）

えるまーは9さいです。えるまーは、ひとりで

りゅうをたすけにいきます。りぼんやきゃん

でーやはぶらしをつかってりゅうをたすけると

ころが、すごいとおもいます。わくわくするおは

なしです。

（彦根市 1年生 佐藤 柚月 さん）

『エルマーのぼうけん』

ルース・スタイルス・ガネット作
わたなべ しげお 訳
ルース・クリスマン・
ガネット 絵

福音館書店

『しんかんせんで

おいかけろ！』

横溝 英一 文と絵

小峰書店

なつやすみに、とうきょう～くまもとまでを、

たつくんとおねえさんが、しんだいとっきゅうで

たびをした。おねえさんがのりおくれてさあた

いへん。つづきがきになるはなしです。

（甲賀市 1年生 吉田 滋弘 さん）

応募数は1,324点でした。

小学生のみなさん、たくさんの応募をありがとうございました！

小学生が小学生におすすめする

おうぼすう てん

おうぼしょうがくせい

はなし ねんせい

おおやま みつはる かんしゅう

がっけん

おおつ し ねんせい たけうち

やました はるお

おおつ し ねんせい やまなか りのん

ふくいんかんしょてん

ひこね し ねんせい さとう ゆづき

よこみぞ えいいち

こみねしょてん

こうか し ねんせい よしだ しげひろ



どんなごはんやさんのおはなしかな？と

思って読んでいたら、あれ、あれ？思ってい

たのとちがう。さいごがどうなるのかずっと

気になりながら読みつづけました。こわかっ

たけど、おもしろい本です。

（大津市 ２年生 辻 悠衣香 さん）

『注文の多い料理店』

宮沢 賢治 著

池田 浩彰 絵

講談社

『おてがみほしいぞ』

こうまる みづほ 作

丸山 誠司 絵

あかね書房

おおかみのギロンはおてがみをもらいたいけ

どともだちがいません。そこで自分で自分に

てがみをかくことにしました。ところがはいたつ

いんのヤギがてがみをたべてしまいました。

（大津市 ２年生 宇野 葵生 さん）

しゅじんこうのバケツからぴしゃんととび

出した水の「しずく」がぼうけんする話。た

いようがあらわれ、じょうはつしてくもとなり、

雨となり、こおったり、水っていろいろな形

になるんだなと知った。

（近江八幡市 ２年生 奥野 優奈 さん）

『しずくのぼうけん』

マリア・テルリコフスカ 作
ボフダン・ブテンコ 絵
うちだ りさこ 訳

福音館書店

『時計つくりのジョニー』

エドワード・

アーディゾーニ 作

こぐま社

みんながむりだと言ったけど、あきらめずに

一人で大時計を作る話。この本を読むともの

作りにちょうせんしたくなると思います。

（守山市 ２年生 森野 新大 さん）

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん

おも よん おも

ちゅうもん おお りょうりてん

みやざわ けんじ

いけだ ひろあき

こうだんしゃ

だ みず はなし

き よ

ほん

おおつ し ねんせい つじ ゆ い か

じぶん じぶん

まるやま さとし

しょぼう

ふくいんかんしょてん

あめ みず かたち

し

おうみはちまん し ねんせい おくの ゆうな

おおつ し ねんせい う の あおい

い

ひとり おおどけい つく はなし ほん よ

づく おも

もりやま し ねんせい もりの あらた



毒生物がたくさんのっています。とくに毒生物

の大きさ・すみか・食べ物・毒レベル・しょうじょ

うや実物写真とイラストがたくさんあって、分か

りやすい本です。

（長浜市 ３年生 趙 世俊 さん）

『ふしぎ！？なんで！？

毒生物おもしろ超図鑑』

柴田 佳秀 著

西東社

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん

『ハートウッドホテル

ネズミのモナと秘密のドア』

ケイリー・ジョージ 作

久保 陽子 訳

高橋 和枝 絵

童心社

ねずみのモナが、ある日うつくしいホテルに

たどりついてそこでメイドをすることに！

どんなことがおこるかわくわくします。

（長浜市 ３年生 饗場 すみれ さん）

『もりのふゆじたく』

たるいし まこ 作

福音館書店

やさしいたぬきさんは、ほかのどうぶつたちの

ふゆじたくのおてつだい。でもじぶんのふくろは

からっぽ。さあどうしましょうね・・・。

（湖南市 ３年生 田口 稀衣 さん）

『マーシャとくま』

Ｍ・ブラートフ 再話

エウゲニー・Ｍ・ラチョフ 絵

うちだ りさこ 訳

福音館書店

あるところにマーシャという女の子がいました。

マーシャは森にいったときにまいごになってし

まいました。歩いていくと１けんのこやがありま

した。マーシャはこやにはいってみました。する

とくまがはいってきました。マーシャはこやから

にげられるのでしょうか。

（東近江市 ３年生 大和田 縞 さん）

ひみつ

ながはまし ねんせい あいば

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん
どくせいぶつ ちょうずかん

しばた よしひで

さいとうしゃ

どくせいぶつ どくせいぶつ

おお た もの どく

じつぶつしゃしん わ

ほん

ながはま し ねんせい じょ せじゅん

ふくいんかんしょてん

こなん し ねんせい たぐち ま い

く ぼ ようこ

たかはし かずえ

どうしんしゃ

ひ

ふくいんかんしょてん

ひがしおうみ し ねんせい おおわだ しま

おんな こ

もり

ある



この本は「いただきます」という言葉の大切さを

強く感じられるお話です。坂本さんは牛を解く

仕事がいやでやめたいと思っていました。でも

今回解いた牛によって坂本さんのやめたいと思う

気持ちはなくなりました。それはどうしてでしょうか。

ぜひよんでみてください。

（大津市 ４年生 野原 麗 さん）

『絵本いのちをいただく

みいちゃんがお肉になる日』

坂本 義喜 原案

内田 美智子 絵

魚戸おさむとゆかいなかまたち 絵

講談社

『みんなのためいき図鑑』

村上 しいこ 作

中田 いくみ 絵

童心社

ぼくの知らなかった、いろんなためいきがあり

ました。みんなのためいきは悲しい？うれしい？

たのしい？ためいきをついたときにかんがえて

みてください。

（長浜市 ４年生 西田 琉晟 さん）

『ふしぎな図書館と

魔王グライモン

ストーリーマスターズ１』

廣嶋 玲子 作

江口 夏実 絵

講談社

ある日突然有名な童話がつまんなんくなっ

ちゃった！元に戻すために必要な『キーパーツ』

を見つけるため、本の中に入る冒険の物語！

（高島市 ４年生 齊藤 あかり さん）

『カラスのいいぶん

人と生きることをえらんだ鳥』

嶋田 泰子 著

岡本 順 絵

童心社

きらわれもののカラスですが、この本を読むと

カラスは頭がよくて人間のてきではないことが

よく分かります。「人と生きることをえらんだ鳥」

なのです。

（湖南市 ４年生 寺村 拓真 さん）

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

あたま にんげん

えほん

にく ひ

さかもと よしき

うちだ み ち こ

うおと

こうだんしゃ

ほん ことば たいせつ

つよ かん はなし さかもと うし と

しごと おも

こんかい と うし さかもと おも

き も

おおつ し ねんせい のはら れい

ずかん

どうしんしゃ

し

かな

ながはまし ねんせい にしだ りゅうせい

ひと い とり

しまだ やすこ

おかもと じゅん

どうしんしゃ

ほん よ

わ ひと い とり

こなん し ねんせい てらむら たくま

としょかん

ひろしま れいこ

まおう

えぐち なつみ

こうだんしゃ

ひ とつぜん ゆうめい どうわ

もと もど ひつよう

み ほん なか はい ぼうけん ものがたり

たかしま し ねんせい さいとう



『三毛猫ホームズの復活祭』

赤川 次郎 著

光文社文庫

オレオレさぎから始まるミステリー小説。金の引き

わたし役がころされた事でうごき出した三毛猫を

つれたけいさつ！調査している内に少女、和美にた

どりつくが・・・和美のひみつ・・・そしてはん人との

関係とは！？

（大津市 5年生 橘 美乃鈴 さん）

「２才から４０００日間」、びわこに通って出会った

生き物のスケッチノート。絵がとてもきれいで、

見ていてわくわくします。

（近江八幡市 5年生 平尾 友作 さん）

『はじめてのびわこの魚』

黒川 琉伊 絵・文

能美舎

『メリダとおそろしの森』

アイリーン・トリンブル 作

しぶや まさこ 訳

偕成社

お母さんとケンカをしてしまったメリダ。魔法の

ケーキでクマになってしまったお母さん。お母さ

んは人間にもどることができるのか。そしてメリ

ダはお母さんと仲直りができるのか最後までド

キドキが止まらない本です。

（大津市 5年生）

『あいつもともだち』

内田 麟太郎 作

降矢 なな 絵

偕成社

『あいつもともだち』はおおかみ、きつね、ヘビ、

クマ この４ひきのお話で、この本を読むと今より

ともだちの大切さが分かります。みなさんは差別

なくともだちになったり関わったりしていますか？

一度この本を読んで今までの自分からのともだ

ちへの態度を考えてみたらどうでしょうか？

（守山市 5年生 藤井 玲音 さん）

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん

はじ しょうせつ かね ひ

さい にちかん かよ で あ

みけねこ ふっかつさい

あかがわ じろう

こうぶんしゃぶんこ

やく こと だ み け ねこ

ちょうさ うち しょうじょ かずみ

かずみ にん

かんけい

おおつ し ねんせい たちばな み の り

うちだ りんたろう

ふりや

かいせいしゃ

さかな

くろかわ る い

のうびしゃ

い もの え

み

おうみはちまん し ねんせい ひらお ゆうさく

はなし ほん

もり

かいせいしゃ

かあ まほう

かあ かあ

にんげん

かあ なかなお さいご

と ほん

たいせつ わ さべつ

かか

いちど ほん よ いま じぶん

たいど かんが

もりやま し ねんせい ふじい れおん

おおつ し ねんせい



主人公、桃は、クラスで行われたいい人ランキ

ングで１位に選ばれます。しかし「いい人だか

ら」という理由で利用されていく桃。ある日、尾

島圭機と出会い、いじめからぬけ出す戦術を教

わります。

（大津市 ６年生 青木 知花 さん）

『いい人ランキング』

吉野 万理子 著

あすなろ書房

『くちぶえ番長』

重松 清 著

新潮文庫

一輪車とくちぶえの上手な女の子、マコトが

やってきて「私この学校の番長になる」と宣言

し、ツヨシ（主人公）と一緒にすごした一年間の

友情物語です。ツヨシの心が強くなっていくとこ

ろに注目！

（大津市 ６年生 入谷 愛 さん）

『生物はなぜ死ぬのか』

小林 武彦 著

講談社現代新書

ほとんどの人がこわいと思っている「死ぬ」とい

うことの意味を小さな細胞から大きな生き物、ま

た人間を通して考えていきます。この本を読むと

「死ぬ」ということがまた変わって思えてくるかも！

（長浜市 ６年生 杉野 純誠 さん）

『11をさがして』

パトリシア・ライリー

・ギフ 作

岡本 さゆり 訳

佐竹 美保 絵

文研出版

この本は、１人の少年が１１という形をヒントに、

自分の家族を探す物語です。少年がなぞを解

いていく場面もあるので、自分も、いっしょにな

ぞを解いていくとおもしろいと思います。小説で

すが読みやすい本なので、小説が苦手な人に

もおすすめです。

（守山市 ６年生 梅村 愛輝 さん）

ひと

よしの ま り こ

しょぼう

しゅじんこう もも おこな ひと

い えら ひと

りゆう りよう もも ひ お

みんなに

読んでほしい本

大募集！

優秀作品

よ ほん

だいぼしゅう

ゆうしゅうさくひん

せいぶつ し

こばやし たけひこ

こうだんしゃげんだいしんしょ

ひと おも し

い み ちい さいぼう おお い もの

にんげん とお かんが ほん よ

し か おも

ながはまし ねんせい すぎの じゅんせい

おかもと

さたけ み ほ

ぶんけんしゅっぱん

じま けいき で あ だ せんじゅつ おそ

おおつ し ねんせい あおき ち か

ほん しょうねん かたち

じぶん かぞく さが ものがたり しょうねん と

ばめん じぶん

と おも しょうせつ

よ ほん しょうせつ にがて ひと

もりやま し ねんせい うめむら あいき

しげまつ きよし

ばんちょう

しんちょうぶんこ

いちりんしゃ じょうず おんな こ

わたし がっこう ばんちょう せんげん

しゅじんこう いっしょ いちねんかん

ゆうじょうものがたり こころ つよ

ちゅうもく

おおつ し ねんせい いりたに まなみ


