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“35”　　国民読書年の今年、全国の市町村を対象に
実施したアンケート調査で、家庭での読書を「うちど
く」と称して推進していると回答した自治体の数です。
北海道から九州まで21道府県の35市町村に広がっ
ていることが確認できました（2010年８月現在/トーハ
ン調べ）。「うちどく」という言葉も尐しずつ認知度が高
まってきたように思います。

「うちどく」には難しい決まりはありません。家族のライ
フスタイルにあわせて、本をめぐって自由に会話を広
げてください。うちどくを推進している地域でも、そうで
ない地域でも、全国津々浦々まで「うちどく」家族が増
えることを願っています。
　
                                                       2010年10月

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。
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金の星社 1,260円 ISBN978-4-323-03367-9

朝日新聞出版 ※雑誌コード21101 金の星社 1,260円 ISBN978-4-323-07175-6

朝日新聞出版 1,260円 ISBN978-4-02-330825-1 講談社 1,470円 ISBN978-4-06-216299-9

岩崎書店 1,260円 ISBN978-4-265-81062-8 集英社 1,260円 ISBN978-4-08-780574-1

偕成社 1,260円 ISBN978-4-03-427220-6 集英社 1,260円 ISBN978-4-08-781444-6

海竜社 1,100円 ISBN978-4-7593-1137-2 主婦の友社 1,050円 ISBN978-4-07-255993-2

海竜社 1,100円 ISBN978-4-7593-1145-7 主婦の友社 1,365円 ISBN978-4-07-263171-3

洞窟のサバイバル

ルルとララの
レシピカードブック
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人気番組のシリーズ本、第2弾！
旬のニュースから日本と世界の
「いま」が見えてくる。池上解説が
ダンゼン面白い！

アリスン・マギー 文／ピーター・レイ
ノルズ 絵／なかがわちひろ 訳

「じょうず」にできるってそんなに
大切?『ちいさな あなたへ』でおな
じみの作家レイノルズが贈るメッ
セージ絵本。

ちいさな あなたへ

っぽい

ピーター・レイノルズ 文・絵／なか
がわちひろ 訳

週刊　新マンガ日本史
古代から近現代まで日本史人物
50人を有名漫画家がオールカ
ラーで描く。解説も充実し、日本
史が好きになる。

和月伸宏　絵

池上彰の学べるニュース②

池上彰の学べるニュース①

池上彰+「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ 著

あんびるやすこ 作･絵

母から娘へ、娘から母へ--静か
な感動が広がっています。シンプ
ルな言葉とあたたかい絵が心に
しみる一冊。

テレビ朝日系列で放送中の人気
番組を書籍化。池上解説で
ニュースが100％わかる！　世界
を見抜く力がつく！

洪在徹 文／文情厚 絵

ほりかわりまこ 文･絵

今昔物語絵本 きえた権大納言

大人気ルルとララシリーズのお
菓子レシピがカードになりまし
た！11冊分のレシピと型紙など
のおまけつき。

鬼につばをかけられ、姿を消され
てしまった権大納言は大弱り…。
今昔物語集の世界を、あざやか
に絵本化！

だいじょうぶ３組
全国の子供たちを夢中にさせる
ベストセラー。洞窟に迷い込んだ
主人公は脱出できるか。知識も
付く科学漫画。

へんしんマンザイ

もりのくまとテディベア

谷川俊太郎 詩／和田誠 絵

くり返して読むと、いろんなもの
がへんしんしちゃう、ふしぎなこと
ばあそび絵本。みんなで一緒に
楽しめる！

弱虫ネズミのぼくに友だちができ
た。亡国の王女ナタリア…。乙一
が子どもたちに贈る勇気と友情と
冒険の物語。

母－オモニ－
「なんとかなるばい」母の言葉に
導かれるように私たち家族は、戦
中・戦後の激動を生きた。感動の
自伝的小説。

なみだめネズミ
イグナートのぼうけん
乙一  作／小松田大全 絵

490円(創刊号 180円)

池上彰+「そうだったのか!池上彰の
学べるニュース」スタッフ 著

あきやまただし 作･絵

姜尚中 著

５年３組の担任は手と足がない
先生、赤尾慎之介。個性豊かな
28人の子どもたちとの感動の一
年が始まるー。

「もりのくま」と「テディベア」。ふた
りはそれぞれ何と出会い、どんな
ことを考えて時を過ごすのでしょ
う。

乙武洋匡 著

うちどくにおすすめの本～朝日新聞(2010.10.27)広告特集連動～



小学館 1,890円 ISBN978-4-09-293011-7 1,890円 ISBN978-4-902385-47-2

致知出版社 1,000円 ISBN978-4-88474-872-2 双葉社 800円 ISBN978-4-575-51351-6

致知出版社 1,470円 ISBN978-4-88474-885-2 ポプラ社 1,050円 ISBN978-4-591-11731-6

童心社 1,155円 ISBN978-4-494-00990-9

童心社 630円 ISBN978-4-494-00467-6 岩崎書店 1,260円 ISBN978-4-265-82030-6

ＰＨＰ研究所 1,365円 ISBN978-4-569-78048-1 偕成社 1,260円 ISBN978-4-03-814310-6

福音館書店 1,260円 ISBN978-4-8340-2558-3 講談社 1,575円 ISBN978-4-06-216439-9

あんびるやすこ　作･絵

子供が喜ぶ「論語」

瀬戸謙介 著

昭和46年夏、40年前の尐年が当
時のワクワクを父が息子に回想
する物語。今年の私立中高の入
試にも多数採用。

丘の上のどろぼうが間違えて盗
んだのは、小さな鉢。次の日出た
芽を育てるうちに、どろぼうの心
に変化が…。

バラの咲く季節。ジャレットのもと
に、バラの谷の魔女シシィがバラ
のオイルをとどけにきたというの
ですが…。

上橋菜穂子 著

藤尾秀昭 文／片岡鶴太郎 画

冨山房インターナショナル

自立心・忍耐力・気力・礼儀が身
につく20章を厳選。子供たちが驚
くほど変わった奇跡の「論語」授
業を再現！

なぜ僕は生きているのか?生きる
とはどういうことか？そんな疑問
に立ち向かう勇気がわいてくる、
哲学の物語。

エリンの同棲時代、エサルの若
き日の恋……。本編では明かさ
れなかった空白の十一年間が今
ここに！

昆虫の迷路

どろぼうがないた

魔法の庭ものがたり７
ジャレットとバラの谷の魔女

杉川としひろ 作／ふくだじゅんこ 絵

夏を拾いに

森浩美 著

はれときどきあまのじゃく
累計350万部！30周年を迎えた
「はれぶた」シリーズに待望の新
刊登場。今回もテンヤワンヤの
大騒動だ！

矢玉四郎　作･絵
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村山籌子 著／山口マオ 絵

松谷みよ子、他文/ たかいよしかず
絵

香川元太郎 作・絵

かさをかしてあげた
あひるさん

アヒルや、ネコ、タマネギなど身
近なものたちが活躍するちょっと
おかしな、イソップ物語のような、
お話集。

精緻に描かれた昆虫の世界に入
り、迷路やかくし絵に挑戦。昆虫
の名前や生態を、遊びながら学
べる絵本。

獣の奏者　外伝 刹那

きみはなぜ生きているのか？

中島義道 作／井筒啓之 挿絵

Ｊｒ.日本の歴史
第１巻 国のなりたち

小学校高学年から中学生が読者
対象の、物語を読むように歴史
の流れがわかる、楽しく学べる日
本史全集です。

子供から大人まで25万人が涙し
た感動実話！片岡鶴太郎氏の
挿絵がそえられた、尐年尐女が
主役の５つの物語。

平川南 編

心に響く小さな５つの物語

シートン動物記
オオカミ王ロボ

アメリカに実在したハイイロオオ
カミ。シートンが「もう二度と動物
を殺さない！」と決意した感動的
な物語。

ようこそ。怖い話、不思議な話は
お好きですか？　小学生から大
人まで満足いただけます。どうぞ
召し上がれ。

アーネスト・Ｔ・シートン 文･絵／今泉
吉晴 訳･解説

①幽霊屋敷レストラン



福音館書店 1,785円 ISBN978-4-8340-2577-4

2,310円 ISBN978-4-902385-90-8

双葉社 1,365円 ISBN978-4-575-23703-0

ポプラ社 1,260円 ISBN978-4-591-12042-2

小学館 4,998円 ISBN978-4-09-221141-4

ＰＨＰ研究所 1,260円 ISBN978-4-569-78061-0

父を語る　柳田国男と南方熊
楠

日本民俗学の父と世界的な博物
学者。偉大な足跡を残した二人
の家族が語る、普段着の生活と
ありのままの素顔。

谷川健一 編

冨山房インターナショナル

ぼくのおふろ

鈴木のりたけ 作・絵

めいろのおふろ、プリンぶろ、で
んしゃのおふろにそらとぶおふろ
……。こんなおふろ、あったらい
いな！

人型ロボット・アリスが目覚める
とまわりは泥の海で、ヒトは消え
ていた。アリスはこの謎を解く旅
にでます。

どろんころんど

北野勇作 著／鈴木志保 画

好きな女性に会いたくて1日８ミリ
動く石と、石と会話できる猿を描
いた表題作を含め、心に沁みる３
話の短編集。

中島さなえ 著

いちばんあいされてるのは
ぼく

ある日、５匹のうちの１匹の子が
「パパにいちばんあいされてるの
はぼくだよ」と言い出し、大変なこ
とに…。

宮西達也 作・絵

いちにち８ミリの。

２１世紀こども人物館
歴史上の人物たちを豊富な写真
や図版で解説する、オールカ
ラー百科。新たな増ページでより
充実した内容に！
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