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本ブックガイドは各カテゴリー別に出版社名の50音順に掲載しております。

日本中が沸いたロンドンオリンピック。中でも団体戦の
健闘が目立った大会でもありました。「全員で獲ったメダ
ル」「仲間を信じて」「家族に感謝」メダリストのこんなコメ
ントも印象的でした。互いを知り、共に戦う仲間がいるこ
とでパワーが出る、選手たちが結束して戦う姿にあらた
めて“絆の力”を見た気がします。

「うちどく（家読）」は、お互いを知るとても手軽な方法で
す。家族や友達と読んだ本について話す、ただそれだけ
です。共感することもあれば、意見が合わないこともあり
ます。それが個性というもの。相手の話に耳を傾け、お
互いを認め合うことで、自然と絆が深まることでしょう。

　　　　本をコミュニケーションツールに――
　　　　うちどく（家読）で読みニケーション
　　　　今日から始めてみませんか。
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金の星社 893円 ISBN978-4-323-03909-1

朝日新聞出版 490円 雑誌コード23131 金の星社 1,365円 ISBN978-4-323-07156-5

朝日新聞出版 1,260円 ISBN978-4-02-331123-7 佼成出版社 1,575円 ISBN978-4-333-02557-2

偕成社 1,260円 ISBN978-4-03-516620-7 集英社 651円 ISBN978-4-08-321118-8

偕成社 1,260円 ISBN978-4-03-512710-9 ＰＨＰ研究所 2,415円 ISBN978-4-569-78257-7

海竜社 1,365円 ISBN978-4-7593-1236-2 福音館書店 1,470円 ISBN978-4-8340-2741-9

海竜社 1,575円 ISBN978-4-7593-1214-0 2,940円 ISBN978-4-905194-32-3

国際空港の安全と快適なフライト
を支える空港スタッフたちの仕事
を、インタビューを交えて紹介し
ていく。

室井滋  作 ／長谷川義史 絵

しげちゃん

成田国際空港　フライト準備
OK！

ジャックと豆の木

考える力を育てるお話３６６
－名作・伝記から自然のふしぎまで

ＰＨＰ研究所 編

わし姫物語

古今東西の名作から科学の「な
ぜ？」まで、子どもの想像力を育
てるお話満載。オールカラー読み
聞かせ絵本。

友だち・自分・家族・将来・お金・生活
のことなど、大人になる前に知ってお
きたいことを網羅。すてきな大人にな
るために役立つ35のヒント。

ゲルニカ － ピカソ、故国への愛

名前にまつわるユーモラスなエピ
ソードを室井滋自身が綴り、長谷
川義史が人情味豊かにおおらか
に描きます。

週刊　マンガ世界の偉人
エジソン、ライト兄弟からスティー
ブ・ジョブスまで、偉人たちの生
涯を有名マンガ家がいきいきと描
きます。

マンガを楽しみながら科学知識を
身につけられる、累計110万部の
「サバイバルシリーズ」最新刊で
す。

深光富士男 文

吉沢久子 作

女の子の昔話
日本につたわるとっておきのおはなし

中脇初枝 再話／唐木みゆ 絵

９４歳から１０代のあなたへ
伝えたい大切なこと

ロボット世界のサバイバル１

金政郁 文／韓賢東 絵

水沢いおり 作／石橋富士子 絵

おはよう・いってきます・こんにち
は・さようなら・ありがとう。あいさ
つは言葉のあくしゅ。元気なあい
さつはみんなを元気にします。

あいさつ

わがまま王女・キルディーンは古
い塔に幽閉され、「わし」たちに厳
しく教育されることに…。幻の名
作童話。

お江戸あやかし物語

あやかしの店のお客さま

いもとようこ 作・絵

 アラン・セール 文・図版構成／松島京子 訳

マリー王妃 著／ジョブ 絵／長井那智子 訳

ジョン・シェリー 再話・絵／おびかゆうこ 訳

あやかしたちのつくろいもの屋に
は、人間はもちろん、あやかしも
やって来て、不思議な願い事をし
ていきます。

日本各地に伝わる女の子と、お
姉さん、お婆さんの昔話を、読み
やすく語りやすく再話。豊かなお
はなし２０編。

魔法の豆は天まで届く豆の木に
なり、ジャックが登っていくと…。
あのお話が、素晴らしい絵で絵
本になりました。
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冨山房インターナショナル

ピカソの生い立ちから「ゲルニカ」
の制作過程をたどり「ゲルニカ」
の今日的意味を明らかにした必
読の絵本。

政治のこと よくわからないまま
社会人になってしまった人へ
-増補改訂版-

池上彰　著

「政権交代？」「政治家と官僚の関
係って？」今さら人に聞けない素朴な
疑問に池上さんがやさしく解説。一目
でわかる図解も満載。

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2012.10.27)広告特集連動～



1,365円 ISBN978-4-905194-43-9 集英社 1,365円 ISBN978-4-08-781490-3

ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-13036-0 PHP研究所 1,365円 ISBN978-4-569-78275-1

ポプラ社 1,365円 ISBN978-4-591-13059-9

理論社 1,260円 ISBN978-4-652-04511-4 佼成出版社 1,365円 ISBN978-4-333-02538-1

理論社 1,365円 ISBN978-4-652-04085-0 国土社 1,365円 ISBN978-4-337-03702-1

小学館 1,575円 ISBN978-4-09-386317-9

国土社 1,365円 ISBN978-4-337-10402-0 童心社 1,470円 ISBN978-4-494-01956-4

名探偵犬バディ②

すりかわったチャンピオン犬
犬のバディが活躍するユーモアミ
ステリー。親友マウスと盗まれた
チャンピオン犬の行方を追う！
すると……

ドリー・ヒルスタッド・バトラー 作／うしろ
だなぎさ 絵／もりうちすみこ 訳

おいらはケネルキャット
サスケ

関西盲導犬協会の新しい仲間に
なった白い子猫サスケと、訓練犬
たちとの、実話を基に描いた感動
の創作童話。

こころには森がある
パシュラル先生のはるかな旅

はらだたけひで 絵と文

冨山房インターナショナル

心が閉ざされたとき、ふと気づく
とそばにいるパシュラル先生。繊
細でやさしい世界へ一緒に旅に
出ませんか？

わたしのくつ

柴田愛子 文／まるやまあやこ 絵

笹原留似子 作・絵

おもかげ復元師の震災絵日記
東日本大震災後、津波被害の激
しい沿岸地域で300人以上のご
遺体を復元した女性納棺師が描
いた絵と言葉。

新しいお花模様の靴。汚れるの
がもったいなくて……。新しい靴
がだんだん自分の物になっていく
過程を描く物語。
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円山夢久 著／ひだかあみ 絵

拝啓、十五年後の私へ。読後、
かつてない幸福感が訪れる切な
くピュアな青春小説。小学館児童
出版文化賞受賞。

友だちの気持ちによりそい、自分
の思いを重ねて読んでみてね。
明日はきっといいことがあるって
思える物語。

見習いプリンセス ポーリーン②

ヴァインヒルの宝石姫
いとうみく 著／佐藤真紀子 絵

ゆかいな王さまの描きおろし絵本
が出たよ！　いばりんぼ王さま
が、頭のいいところを見せたくて、
名たんていに。

13万部突破の大人気絵本。北海
道から沖縄まで、47都道府県を
だじゃれで覚えよう！　家族で
笑って楽しめる本。

長谷川義史 作・絵

だじゃれ日本一周

中田永一 著

ルンピ･ルンピ ぼくのともだちドラゴン

たいせつなカーペットさがしの巻

シルヴィア・ロンカーリア 著／ロベルト・
ルチアーニ 絵／佐藤まどか 訳

「海底二万里」や「ガリバー旅行
記」にある迷路をとおりぬけ、かく
し絵を見つけよう！
2012年11月20日発売予定。

「アラジンと魔法のランプ」「眠り
の森の美女」など、名作童話をオ
マージュした人気シリーズ！

物語の迷路
－アンデルセンから宮沢賢治の世界まで

香川元太郎 作・絵

糸子の体重計

くちびるに歌を

王さまめいたんてい

寺村輝夫 原作／和歌山静子 構成・絵

おてんば少女ポーリーンが舞踏
会で出会ったのは魔法で着か
ざった宝石姫ナディーン。中世冒
険ファンタジー。

中村文人 作／むかいながまさ 絵



童心社 1,100円 ISBN978-4-494-01958-8

福音館書店 788円 ISBN978-4-8340-2739-6

小学館 1,575円 ISBN978-4-09-386336-0
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「うちどく（家読）」に特別なルールはありません。図鑑で調べたことを話題にし
たり、レシピ本を見ながら一緒に料理を作ったり、本が会話のきっかけになればど

んなことでも「うちどく」になります。

辞書で引いた言葉の意味を家族に教えたり、ニュースに出てきた国の場所を世界地

図で確認したり…本で話をする場面は他にもたくさんありそうです。

このブックガイドをご参考に、まずは家族や友達と本屋さんに足を運んでみてはい

かがでしょうか。

けんか係になった和人は、クラス
のみんなを上手にけんかさせる
のが仕事です。ちょっぴり元気に
なる物語。

けんかに かんぱい！

宮川ひろ 作／小泉るみ子 絵

鬼の橋（福音館文庫版）
少年篁は、ある日妹が落ちた古
井戸から冥界の入り口へ……第
三回児童文学ファンタジー大賞
受賞作、待望の文庫化。

伊藤遊 作／太田大八 画

神様のカルテ3
この世界の温かさにきっとあなた
も夢中になる。映画化もされたあ
の超ベストセラー待望の第3弾、
絶賛発売中。

夏川草介 著
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これも「うちどく」？


