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「しぶや おすすめの本50」20２1 読書コンクール金賞作品

『せかいのひとびと』を読んで
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16th



著　　　　者
レオ・レオーニ こねこのジェーン ダンスだいすき！

あさえとちいさいいもうと 筒井　頼子 こんとあき

* あしのうらのはなし やぎゅう　げんいちろう サイモンは、ねこである。

あしたのぼくは… みやにし　たつや 三びきのこぶた

あめこんこん 松谷　みよ子 ジオジオのかんむり

あやちゃんのうまれたひ 浜田　桂子 しんせつなともだち

* あら、そんなの！ 高橋　和枝 すてきな三にんぐみ

いやいやえん 中川　李枝子 そらまめくんのベッド

* おうさまのこどもたち 三浦　太郎 ちいさなヒッポ

おおきくなったら ふくだ　としお　ふくだ　あきこ ティッチ

おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢　清 ともだちや

おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉 どろんこのおともだち

* おおきなキャンドル馬車にのせ たむら　しげる なりたいものだらけ

おかあさんだいすき まーじょりー・ふらっく にいさんといもうと

おじさんのかさ 佐野　洋子 ベンジーのもうふ

おふろだいすき 松岡　享子 ぼく、お月さまとはなしたよ

おへそのあな 長谷川　義史 * ぼくはひとりで

なかの　ひろたか マイク・マリガンとスチーム・ショベル

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック まっくろネリノ

かさじぞう 瀬田　貞二・再話 * まどのむこうのくだものなあに？

からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂　涼 みんなともだち

きかんしゃやえもん 阿川　弘之 * ムカムカドッカーン！

きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー * もしもぼくのせいがのびたら

ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ もりのなか

コッコさんのおみせ 片山　健 ラチとらいおん

マリー・ホール・エッツ　

マレーク・ベロニカ

中川　ひろたか

ミレイユ・ダランセ

にしまき　かやこ

およぐ バージニア・リー・バートン　

ヘルガ＝ガルラー

荒井　真紀

マイラ・ベリー・ブラウン

フランク・アッシュ

フン・グエン・クアン

バーバラ・マクリントック

ジェリー・スピネッリ

シャーロット・ゾロトウ

マーシャ＝ブラウン

パット･ハッチンス

内田　麟太郎

方　軼羣

トミー＝ウンゲラー

なかや　みわ

ガリア・バーンスタイン

イギリスの昔話

岸田　衿子

あおくんときいろちゃん バレリー・ゴルバチョフ

林　明子

「しぶやおすすめの本
ほ ん

50」2022は、「自分
じ ぶ ん

をみつめる」をテーマに本
ほ ん

をえら

びました。本
ほ ん

を読
よ

んでいて、この子
こ

はわたしににているなと感
か ん

じたり、自分
じ ぶ ん

とは

ぜんぜんちがうと思
お も

ったことはありませんか？本
ほ ん

の中
な か

にはいろいろな人
ひ と

が出
で

てき

ます。こんなとき、自分
じ ぶ ん

だったらどうするかなと、考
かんが

えながら本
ほ ん

を読
よ

むのも楽
た の

し

いかもしれません。

　あなたの心
こころ

にとどく、すてきな本
ほ ん

にであえますように！

書　　　　名 書　　　　名 著　　　　者

2022年度の

「しぶや おすすめの本50」のテーマは

ね ん ど

ほん

＊ ･･･ 2022年度 新たに加えたもの
４～５歳児のみなさんへ



著　　　　者 著　　　　者
あくたれラルフ ジャック・ガントス こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール

* あたしって、しあわせ！ ローセ・ラーゲルクランツ * 皇帝にもらった花のたね デミ

あな 谷川　俊太郎 このつぎなあに 山中　恒

あらしのよるに きむら　ゆういち さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち

いきてるってどんなこと? キャスリーン ウェドナー ゾイフェルド しげちゃん 室井　滋

いのちのまつり 草場　一壽 しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ

いのちはめぐる 嶋田　泰子 スイミー レオ＝レオニ

絵かきさんになりたいな トミー・デ・パオラ ずどんといっぱつ ジョン・バーニンガム

大きい１年生と小さな２年生 古田　足日 ソーニャのめんどり フィービー・ウォール

おおきくなったらなにになる？ フランソワーズ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子

おおきなきがほしい さとう　さとる ちょろりんのすてきなセーター 降矢　なな

おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二 っぽい ピーター・レイノルズ

おさるはおさる いとう　ひろし どうぶつがすき パトリック・マクドネル

おじいちゃんの木 内田　麟太郎 となりのせきのますだくん 武田　美穂

* おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ　だいすけ なんでももってる<?>男の子 イアン・ホワイブラウ

おともださにナリマ小 たかどの　ほうこ ピーターのいす E＝ジャック＝キーツ

* おれ、よびだしになる 中川　ひろたか ふたりはともだち アーノルド・ローベル

おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ＝ショー ぼくがおおきくなったらね きたやま　ようこ

かあさんのいす ベラ　B．ウィリアムズ ぼくじょうにきてね 星川　ひろ子　星川　治雄

* かしこいうさぎのローズバッド ルドウィッヒ・ベーメルマンス ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐　めぐみ

巨人の花よめ  菱木　晃子 * やさいのおにたいじ つるた　ようこ

* くもとそらのえほん 五十嵐　美和子 * ランカ　にほんにやってきたおんなのこ 野呂　きくえ

くらやみのゾウ ルーミー・原作 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎

クレヨンマジック 舟崎　克彦 わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ

けんかのきもち 柴田　愛子 わたしのそばできいていて リサ・パップ

著　　　　者 著　　　　者
青い鳥 メーテルリンク 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ

あかりをけして アーサー・ガイサート 図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー

石たちの声がきこえる マーグリート・ルアーズ ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ

いろのかけらのしま イ　ミョンエ どんなかんじかなあ 中山　千夏

* 歌がにがてな人魚 ルイス・スロボドキン ネコのアリストテレス ディック・キング＝スミス

絵くんとことばくん 天野　祐吉 ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・ディカミロ

おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ・編 * はじまりはたき火 まつむら　ゆりこ

おにたのぼうし あまん　きみこ ひげねずみくんへ アン・ホワイトヘッド・ナグダ

風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ * １００さいの森 松岡　達英

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ・エリクソン 百まいのドレス エレナー・エスティス

口で歩く 丘　修三 ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ

* こちら『ランドリー新聞』編集部 アンドリュー・クレメンツ ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ * フンころがさず 大塚　健太

ごんぎつね 新美　南吉 へいわってすてきだね 安里　有生

「さやか」ぼくはさけんだ 岩瀬　成子 ぼくは少年鉄道員 西森　聡

シェフィーがいちばん カート・フランケン ぼくもおにいちゃんになりたいな アストリッド・リンドグレーン

十歳のきみへ 日野原　重明 * 北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと 中山　由美

* ジョナスのかさ ジョシュ・クルート ぼっこ 富安　陽子

ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ものぐさトミー ペーン・デュボア

すえっこおおかみ ラリー・デーン・ブリマー 森の地図 阿部　夏丸

セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 ゆめのおはなし クリス・ヴァン・オールズバーグ

空を飛んだ男の子のはなし サリー・ガードナー ４こうねんのぼく ひぐち　ともこ

つなのうえのミレット エミリー・アーノルド・マッカリー リンゴの木の上のおばあさん ミラ・ローベ

天使のいる教室 宮川  ひろ 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ

天使のかいかた なかがわ　ちひろ わすれものの森 岡田　淳　浦川　良治

書　　　　名 書　　　　名

書　　　　名 書　　　　名

小学校1～2年生のみなさんへ

小学校3～4年生のみなさんへ

＊ ･･･ 2022年度 新たに加えたもの



著　　　　者 著　　　　者
赤毛のアン モンゴメリ 茶畑のジャヤ 中川　なをみ

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ テーオバルトの騎士道入門 斉藤　洋

あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健 テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ・モンゴメリー

あしながおじさん Ｊ・ウェブスター 杜子春・くもの糸 芥川　龍之介

あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト * ナイキ　フィル・ナイト フレドリック・コルティング文、メリッサ・メディナ文

あなた 谷川　俊太郎 二分間の冒険 岡田　淳

アラスカたんけん記 星野　道夫 ハーフ 草野　たき

* イーダ ヨルン・フールム、トルシュタイン・ヘレヴェ * はじまりは、まっしろな紙 キョウ・マクレア

家をせおって歩く 村上　慧 走る少女 佐野　久子

稲と日本人 甲斐　信枝 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン パパのカノジョは ジャニス・レヴィ

兎の眼 灰谷　健次郎 バレエシューズ ノエル・ストレトフィールド

えんの松原 伊藤　遊 肥後の石工 今西　祐行

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット

鬼遊び　1 　鬼よぶわらべ歌 廣嶋　玲子 ひろしまのピカ 丸木　俊

* 唐木田さんち物語 いとう　みく ふたりのイーダ 松谷　みよ子

かはたれ 朽木　祥 べんり屋、寺岡の夏。 中山　聖子

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 盆まねき 富安　陽子

* ケンタウロスのポロス ロベルト・ピウミーニ * マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダール

ここが家だ アーサー・ビナード みんなちがって、それでいい 宮崎　恵理

さすらい猫ノアの伝説 重松  清 * 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月　美智子

さよならエルマおばあさん 大塚　敦子 メキシコへ わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン モモ ミヒャエル・エンデ

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ・述 りんごのおじさん 竹下　文子

ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二 わたしたちの帽子 高楼　方子

著　　　　者 著　　　　者
青空のむこう アレックス・シアラー 性の多様性ってなんだろう？ 渡辺　大輔

アンジェロ デビッド・マコーレイ そのぬくもりはきえない 岩瀬　成子

いのちの食べかた 森　達也 太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ

海辺の王国 ロバート・ウェストール 旅猫リポート 有川　浩

ウルフィーからの手紙　 パティ・シャーロック 卵の緒 瀬尾　まいこ

園芸少年 魚住　直子 地球最北に生きる日本人 武田　剛

鬼の橋 伊藤　遊 デューク 江國　香織

* かがみの孤城 辻村　深月 夏の庭 湯本　香樹実

風が強く吹いている 三浦　しをん * なんのために学ぶのか 池上　彰

カラフル 森　絵都 博士の愛した数式 小川　洋子

考える練習をしよう マリリン・バーンズ 白衣をぬいだドクター花戸 國森　康弘

ギヴァー ロイス・ローリー バッテリー あさの　あつこ

ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚　敦子 駅鈴（はゆまのすず） 久保田　香里

キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー * マイク アンドリュー・ノリス

靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー マリアンは歌う パム・ムニョス・ライアン

狐笛のかなた 上橋　菜穂子 * 未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝

さがしています アーサー・ビナード 虫ぎらいはなおるかな? 金井　真紀

サボテンの花（我らが隣人の犯罪より） 宮部　みゆき * 村木ツトムその愛と友情 福井　智

サンネンイチゴ 笹生　陽子 * めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね　かおる

* 自分のミライの見つけ方 児美川　孝一郎 モギ　ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク

自分で考えよう ペーテル・エクベリ モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス

しゃべれどもしゃべれども 佐藤　多佳子 友情 武者小路　実篤

車輪の下 ヘルマン＝ヘッセ 夢へ翔けて ミケーラ・デプリンス

１４歳の君へ 池田　晶子 * リトル・トリー フォレスト・カーター

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ　あやこ

書　　　　名 書　　　　名

書　　　　名 書　　　　名

中学生のみなさんへ

＊ ･･･ 2022年度 新たに加えたもの

小学校５～６年生のみなさんへ


