
【2021年度　小学校おすすめ本リスト】

NO. 書名 コメント 編著者名 出版社 出版年 価格

1 クマが出た！助けてベアドッグ

クマをなるべく殺さないで、被害を防ぐ方法として、 クマを山へ追い払い、

人とクマが共存するために働く職業犬「ベアドッグ」の活動やこれまでを描

く。昨年白山市でも多数クマが目撃されており、子どもたちもクマ鈴を持って

いるので、身近な問題として読めそう。

太田京子 岩崎書店 2021 ¥1,430

2 すずりくん 書道の道具のお話。3年生で毛筆を始める前に読むとよさそう。 青柳貴史 あかね書房 2021 ¥1,430

3 おれは女の子だ

絵を描くのが好きなすばるは絵にピンクを使っていたら「男なのにヘン」と言

われ、「おれは女の子だ」と言ってしまう。男女の決めつけに対する疑問を投

げかけるというよりは、相手の立場になって考えることの大切さを伝える本。

中学年向け。

本田久作 ポプラ社 2021 ¥1,430

4 天の台所

祖母を亡くして料理をする人がいなくなった天の家族の生活は荒れていた。そ

んなある日、「がみババ」と言われている近所の商店の店主から料理を教わる

ことに。料理の持つ温かさが伝わる本。栄養教諭さんにお勧めしたところ、と

ても好評でした。献立会でも紹介してくださったそうで、来年度のお話からと

び出した料理に入りそうです。

落合由佳 講談社 2021 ¥1,540

5 サイコーの通知表

通知表で評価されることに疑問を持った子どもたちが、先生の通知表をつけよ

うと思いつく。単に「お返し」のようなことではなく、先生の通知表をつける

ために、通知表の意味を考え、内容を吟味して評価するところが大人も考えさ

せられる物語。

工藤純子 講談社 2021 ¥1,540

6 二番目の悪者

王様になりたかった金のライオンは、街外れに住む心のきれいな銀のライオン

が、次の王様に選ばれそうだという噂を聞き、銀のライオンの悪い噂を広め

る。そしてみんなが噂を信じて…。スクールカウンセラーさんおすすめの本。

ネットマナーの話の時に使えます。

林 木林 小さい書房 2014 ¥1,540

7
きみはどう考える？

人権ってなんだろう

人権週間に合わせて購入。本校では、「２友だちと意見が合わないとよくない

の？考えてみよう、まわりの気持ち」のみ購入。中には、キーワードや、法律

なども書かれていて分かりやすい。

喜多明人 汐文社 2021 ¥2,700

8
おしえて！くもくん

プライベートゾーンってなあに？
養護の先生のリクエストにより購入 小笠原和美 東山書房 2021 ¥1,200

9
見よう、せまろう、とびだそう！

しぜんガイドブック  里山のかんさつ

林や、田んぼなど場所ごとに書かれていて、生き物の探し方のポイントや観察

の仕方なども載っていて分かりやすい。
林将之 ほるぷ出版 2020 ¥3,000



10
探検！里山いきもの図鑑

身近な自然を楽しもう！
今年度、なぜか学校周辺に野生動物がよく出ていたので購入 一日一種 PARCO出版 2020 ¥1,200

11
けなげな魚図鑑

日本の魚はたくましい！
日本の魚、７９種について書かれた本 松浦啓一 エクスナレッジ 2020 ¥1,600

12 クリコ
今夜は我が家でクリスマスパーティー。でも今年のクリスマスはいつもとはち

がっていた！ケーキから知らない声が！？
シゲタサヤカ 小学館 2021 ¥1,400

13 れんこちゃんのさがしもの

れおくんがある日、れんこんを切ると、れんこんに顔があって、話しだした！

れんこんのれんこちゃんです。煮物にはなりたくないれんこちゃんは、れおく

んといっしょに、なりたいなにかを探しにでかけます

戸森しるこ 福音館書店 2021 ¥1,200

14 東大×ナゾトキ×ゲームブック

次つぎあらわれるモンスターをたおすためには、手にした魔法の書の謎を解く

しかない。蓮は、モンスターをたおし、脱出できるのか！？クリアできるかど

うかは、頭脳とひらめきにかかっている！

東京大学謎解き

制作集団

ＡnotherVision

フレーベル館 2021 ¥1,200

15 わくわくサバイバル図鑑

“なぜ海水は飲んだらダメなの？”“どうして火はつくの？”“食べ物がくさるっ

てどういうこと？”子どもの疑問に答えます！！野外生活に必要なスキルが学

べる一冊

ハイサイ探偵団 KADOKAWA 2021 ¥1,200

16 絵で見る統計　世界の国ぐに
世界を数値化して、絵にしてみると？人口、言語、宗教、スポーツなど。世界

の「今」を、ビジュアルで紹介！
ミレイア・トリウス あすなろ書房 2021 ¥2,500

17 こどもジェンダー

助産師で性教育YouTuberである著者が、ジェンダー・セクシュアリティにま

つわる３６の質問に答えます。全頁カラーで言葉も平易で低学年から読めるの

で、よく借りられます。高学年が悩む内容が多く含まれているので、人権週間

にも。

シオリーヌ ワニブックス 2021 ¥1,540

18 プンスカジャム

怒りをおいしいジャムにかえてしまうパン屋さん、あぐりさんと一緒にジャム

を作っているうちに、ハルの怒りは消えていきます。プンプンした時にぜひ読

んでみてください。２・３年生の読書にぴったりで、並行読書にも使えそう。

くどうれいん 福音館書店 2021 ¥1,210

19 家をせおって歩く　かんぜん版

発砲スチロールで作った家を背負い、日本国中そして世界を旅をした記録。２

１世紀美術館の前にいたこともあるらしい。「家をかついで旅した人の本」と

言って見せると、たくさんの子が借りていきました。小さな空間から見た広い

世界が好奇心をかきたてます。

村上慧 福音館書店 2019 ¥1,540

20 天の台所
「読んでよかった！」と思えた１さつ。料理の楽しさ・食の大切さ・家族の

絆。読後は心がじんわり温かくなります。お話給食にも使ってほしい本です。
落合由佳 講談社 2021 ¥1,540



21
ＳＤＧｓのきほん

未来のための１７の目標（全１８巻）

支援センターからお勧めをされていたシリーズ。どの目標を調べるか決める際

に使いやすい、と先生に言われました。
稲葉茂勝 ポプラ社 2020～ ¥43,560

22 斉藤洋のゴースト・ストリート

「オレンジ色の不思議」「水色の不思議」「モノクロームの不思議」の3冊。

それぞれ短い話が7話。「おばけずかんシリーズ」では物足りない人や「5分後

のシリーズ」が好きな人にいいかもしれません。怖くないです。

斎藤洋 静山社 2021
￥902

～\924

23
「小学生のミカタ」シリーズ

「夢と冒険の旅　世界一周ガイド」

なかなか気軽に旅行に行けない今、世界一周をしたような気分になれる本で

す。テーマに沿った世界一周ルートの紹介が写真たっぷりで紹介されていま

す。世界の国や文化なども楽しく知ることができます。

吉田友和

監修
小学館 2020 ¥990

24
捨てないパン屋の挑戦

しあわせのレシピ

「食べものがいちばんの環境問題」パンぎらいの田村さんが理想のパン屋を目

指しながら見つけた、しあわせのレシピとは？パンを通して、命、食料自給

率、食品ロス、温暖化、働き方などについて考えることができるノンフィク

ション。

井出留美 あかね書房 2021 ¥1,430

25 イチからつくるチョコレート

食べものや着るものなど暮らしに必要なものを「イチからつくって」さまざま

なつながりを知ることができるシリーズの１冊。チョコレートの歴史、作り

方、フェアトレードについて書かれている。

ＡＰＬＡ

オルター・トレー

ド・ジャパン

農山漁村

文化協会
2018 ¥2,750

26 たすひくねこ
10匹の猫たちが、宝探しの冒険へ！ねこたちの数を足し算、引き算してみよ

う！ねこのセリフがおもしろく、読み聞かせしたときの反応もよいです。
にわ

マイクロ

マガジン社
2021 ¥1,320

27 きみはたいせつ

大好きな人と会えない、ひとりぼっちだと感じることもあるけれど、宇宙の

中、生命の進化の中、すべてのつながりの中で生きているみんなが大切な存在

だと伝える絵本。すべてひらがなで書かれており、低学年から中学生、大人に

もおすすめ。

クリスチャン・

ロビンソン
BL出版 2021 ¥1,760

28 ちくちくとふわふわ
ちくちくスパイキーとふわふわフラッフィーというキャラクターを通して、

「ふわふわ言葉」「ちくちく言葉」の意味がわかる絵本。１年生で使用。
なないろ

ちこら

ブックス
2019 ¥1,980

29
虫ガール

ほんとうにあったおはなし

２歳半の時から虫が大好きな少女ソフィアが１年生になった途端に周りから虫

好きを笑われ自身を否定されたように思ってしまう。母親の機転で昆虫学者グ

ループにメールを送るとソフィアを励ますメールやビデオがたくさん届き、

「世の中には虫好きがたくさんいる」とソフィアは勇気づけられる。人と違う

ことをおそれ自己肯定感の低い時にやさしい気持ちになれるかも。

ｿﾌｨｱ･ｽﾍﾟﾝｻｰ 岩崎書店 2020 ¥1,650



30 おばあさんとトラ

雪の森をさんぽしていたおばあさんがトラとであい、「うちにくるかい？」と

誘うというほのぼのとした気持ちになる絵本。トラにちなんだ新しい絵本とし

て購入。

ヤン・ユッテ 徳間書店 2021 ¥2,200

31
ちきゅうのための１じかん

あかりをけそう！アースアワー

2007年にスタートしたアースアワー（3月の春分の日近くの1日、1時間だけ

世界中で電気を消すという取り組み）の世界中の様子がステキな絵でわかりや

すく紹介されている。地球温暖化の話の導入など、ただ読むだけで使えるので

は。

ﾅﾈｯﾄ･ﾍﾌｧｰﾅﾝ 評論社 2021 ¥1,540

32
ナゾトキ時間旅行！

古代エジプトへタイム・リープ

普通の小学生が未来から来た少年に出会ったことで一緒に歴史を守るタイム・

ガーディアンとなるというタイム・リープもの。中学年からかな。
南房秀久 学研ﾌﾟﾗｽ 2021 ¥990

33 ひみつのおばけ一家

小学校にあこがれていたおばけの少女、死神霊子。転校初日に学校にもともと

すみついていた「学校おばけ」を目覚めさせてしまい、何とかしずめようと手

を尽くす。こわおもしろい感じの本。「怖い本」と言われて手渡すと怖くな

い！って言われるかも。

石崎洋司 岩崎書店 2021 ¥990

34 かずさんの手

長崎の原爆の体験談をもとに描かれた、低学年からでも読める程度の物語。ひ

いおばあさんの手を通じて、原爆の体験談をひ孫が受け継ぎます。5年「たず

ねびと」、3・4年生の「ちいちゃん」や「一つの花」の関連読書にも。

佐和みずえ作

かわいちひろ

絵

小峰書店 2021 ¥1,320

35

ネットが最強のパートナーになる

デジタルネイティブのための

ネット・スマホ攻略術

データやケーススタディをもとに、メリットとデメリットを理解したうえで、

自分で判断できるようになってほしいという考えで作成されています。初めて

スマホを持つ中学生を対象としているようですが、文章にはルビもあるので小

学生の中学年くらいから読めそうです。

山崎聡一郎 講談社 2021 ¥1,540

36 ぼくの席がえ 感想文や4年「プラタナスの木」など関連読書で使えそうな本です。 花田鳩子 ＰＨＰ研究所 2020 ¥1,320

37 つくしちゃんとおねえちゃん 感想文や2年「わたしはおねえさん」などの関連読書で使えそうな本です。 いとうみく 福音館書店 2021 ¥1,320

38 みんなのためいき図鑑 感想文や3年「まいごのかぎ」などの関連読書で使えそうな本です。 村上しいこ 童心社 2021 ¥1,320

39

光村の国語

広げる、まとめる、思考ツール１～３

アイデア、考え、図で整理　4～６年

教科書の単元に即した思考ツールが書かれているので、児童が自ら見るという

より先生向けです。司書も見て、こういう場合にこんな思考ツールが使えるの

かと知っておくのに最適だと思います。

高木まさき

監修
光村教育図書 2021 ¥3,520

40 ハナペタン
2年生に読んだところ、大爆笑、大好評！反応を見ながらゆっくり読んで１０

分ピッタリ。
そうまこうへい フレーベル館 2021 ¥1,350

41 みつ ｔｉｍａｔｉｍａ 金の星社 2021 ¥1,300



42
じどう車ずかんをつくろう

（全６巻）
1年生の先生に見せたら好反応でした。 岡田博元 ポプラ社 2021 ¥2,900

43 小学生のキッチンでかわいいクラフト 学研プラス 2021 ¥980

44 女の子だから、男の子だからをなくす本

女の子は女の子らしく男の子は男の子らしくという性別によって行動が決めら

れる「きめつけ」にしばられるのをやめてステキな人になろう、というメッ

セージのこめられた本。韓国の児童書で3年生以上対象です。小学生でもわか

りやすいと思います。人権週間におすすめです。

ユン・ウンジュ
エトセトラ

ブックス
2021 ¥2,000

45
すっぱいのひみつ

お酢と発酵を科学する

すっぱいって何からできてて、いつからあって、どんな力があるの？調べ学習

のテーマ決めや進め方、まとめ方の参考になる１冊。
赤野裕文 金の星社 2021 ¥1,400

46 虹いろ図書館のへびおとこ

いじめがきっかけで学校にいけなくなった６年生のほのか。図書館で出会った

体半分が緑色の司書「へびおとこ」や、やはり図書館を居場所にする少年な

ど、たくさんの人や本との出会いや関わりにより一歩踏み出すことができま

す。著者は公共図書館勤務経験者。図書館の行事などの様子も生き生きと描か

れています。

櫻井とりお 河出書房新社 2019 ¥1,200

47
人類滅亡フラグがたちました！

ぼくらが決める七つの未来（アクム）

光り輝く知的生命体「カンノン」により密室に集められた１３歳の男女７人。

将来の地球と人類を救うため「理想の未来をシュミレーションせよ。」と命じ

られるが、シュミレートに失敗したら今すぐ世界が滅ぶ？タイトルだけで子供

が食いつきます。

令丈ヒロ子 PHP研究所 2021 ¥1,000

48
しっぽがない！

コアラとヒトのしっぽのなぞ

ここはいろんな動物たちの集まる学校です。授業中に出たどうしてしっぽがあ

るいきものと、ないいきものがいるのか？という疑問をしっぽの役割を調べた

り、同種の生き物の中で比べたり、住む場所で分類したり…と順序だてて考察

していきます。調べ学習の流れの参考になる1冊。

大塚則久 福音館書店 2018 ¥1,430

49
ウサギのトリン

はじめてのマラソンたいかい

初めてのマラソン大会。ウサギのトリンは走ることが苦手な友だちに、大会で

は一緒に走ろうと誘われて悩みます。そこで、一緒にマラソンの練習をするこ

とに…。どうしたら楽しく走れるかな？　速く走れるかな？ロードレ－スで走

れずに悩んでいた児童に紹介しました。

高畠じゅん子 小峰書店 2021 ¥1,320

50 気のいいバルテクとアヒルのはなし

かわいがっているあひるをさしだすよう言われた若者バーテクは…？　ポーラ

ンド民話をもとにしたケイト・グリーナウェイ賞受賞作。

「ヤクーバとライオン 」ともに朝読に読みました。2冊ともに児童・生徒の貸

出が増えました。

クリス

ティーナ・

トゥルスカ

徳間書店 2021 ¥1,870



51
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと

ブルー

人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出

しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小

僧。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、みん

なぼくの大切な友だちなんだ―。ぼくとパンクな母ちゃんは、ともに考え、と

もに悩み、毎日を乗り越えていく。読者から「色々な考え方がある本でした」

との意見でした。「物事は客観的にみたほうがよいことがわかりました」の言

葉が聞かれました。

ブレイディ

みかこ
新潮文庫 2021 ¥693

52 犬部！北里大学獣医学部

「俺が行かないと、あいつらは死ぬ」「でも、このままだと俺が死ぬかも…

…？」行き場をうしなった犬や猫を必死に救おうとする未来の獣医師たち。動

物だらけのキャンパスライフは、笑いと涙と感動の連続！？青森県十和田に実

在した大学のサークル活動を追ったノンフィクション！小学校４年生以上から

読めるルビつき。獣医師を目指す児童が選書。

片野ゆか ポプラ社 2021 ¥1,540

53 この冬、いなくなる君へ

文具会社で働く生久田菜摘は、いろいろなことがうまくいかず、無気力になっ

ていた。ある夜、ひとり残って会社で仕事をしていると火事に巻きこまれ、意

識を失ってしまう。はっと気づくと篤生と名乗る謎の男が立っており、「この

冬、君は死ぬ」と告げられて―。ラストに待ち受ける驚きの仕掛けに衝撃が止

まらない！切ない涙が温かい涙に変わる、前向きな気持ちになれる物語。家族

や友達との関りについて考えさせられる本でした。

いぬじゅん ポプラ社 2021 ¥1,760

54
あなたが死にたいのは、 死ぬほど頑張っ

て生きているから

人は何かをしているから価値があるのではない。その存在自体に価値がある。

何かが足りないんじゃない。見つけていないだけ−。うつを経験した精神科医

が実践している、自分の愛し方を伝える。

6年生の児童が感謝をテーマに感想文の本に選書。感想文を朝読で読み、感謝

についての思いを全員に伝えた。

平光源
サンマーク

出版
2021 ¥1,320

55
特装版

最高に泣けるピュアストーリー(全5巻)

ポプラ社ピュアフル文庫の人気作品にルビをふり、小学校高学年から読めるよ

うにしたもの。小学校高学年と中学生に恋愛小説をいれてほしいと希望された

ので。

いぬじゅんほか ポプラ社 2021
揃\8,000

各\1,600

56 3分間サバイバル（全3巻）
5秒後よりは長く5分後よりは短いショートショート。2巻がウイルス、3巻が

危険生物。
粟生こずえ あかね書房 2020

揃\3,000

各\1,000

57 はこぶ仕事のひみつ図鑑
2年生活科、3年社会科のお仕事調べで図書館から借りた本。良かったので購

入。郵便と宅配などの仕事が写真付きで説明されている。

ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸ

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
2020 ¥2,500


