
【かちかちやま】 
作：岩崎 京子（フレーベル館） 

 

たぬきがわるさをしておじいさんにつかまりました。おばあさ

んのお手つだいをしていてぼうでおばあさんをころしたから、う

さぎがたぬきをこらしめます。さてこのつづきは…。ほかにもお

もしろいところがあるので、見てください。 

井上小学校 2 年松組 小林真南叶さんのｺﾒﾝﾄ 



【どうぶつの赤ちゃん〈10〉ペンギン】 
作：ますい みつこ（ポプラ社） 

 

かたまってブリザードにたえるペンギン。さむい外がわにいる

ペンギンとあたたかいうちがわにいるペンギンは、ときどき場所

をこうたいするところがすごくよかった。５月ごろおかあさんが

たまごをうみました。のところがこれから赤ちゃんがうまれそう

でよかった。もっとしりたいペンギンのひみつＱ＆Ａがおもしろ

かった。ぼくのおすすめです。 

井上小学校 2 年松組 ゆもとせなさんのｺﾒﾝﾄ 



【のねずみチッチ】 
作：ふくざわ ゆみこ（のら書店） 

 

のねずみのチッチが朝おきるとだれもいません。お店にいくと

お父さんとお母さんに「外であそんでおいで」と言われてがっか

りしました。そのあとほかのお店でも同じことを言われてしまい

ます。野原でねころがっていると、もぐらさんに会いました。も

ぐらさんにさそわれて、たどりつくとチッチはびっくり！チッチ

のたん生日パーティーでした。 

井上小学校 2 年竹組 田幸 礼鈴さんのｺﾒﾝﾄ 



【へんしんコンサート】 
作：あきやま ただし（金の星社） 

 

さいしょのしかいのぎんぞうさんが出てきます。ぜんぶのスター

がうたをうたいます。エピールくまがうたをうたいはじめたときに

まくがおりてきてぎんぞうさんがぞうきんにかわっていたところ

がおもしろかったです。 

井上小学校 2 年松組 小平 美琴さんのｺﾒﾝﾄ 



【ほんとうにたいせつなもの】 
作：マックス・ルケード（いのちのことば社フォレストブックス） 

 

ほんとうにたいせつなものをはこぶ話です。さいごに本当にた

いせつなものを本当にひつようとしている人にあげるのがうれし

かったです。ぜひ見てください。 

井上小学校 2 年松組 平野あつきさんのｺﾒﾝﾄ 



【美しい鉱物】 
作：松原聡（学研） 

 

レアメタルから宝石まで鉱物の基本がわかる本です。ぼくがこ

の本で一ばんすきなのが 48 ページのマンガンです。見てくださ

い。 

井上小学校 2 年松組 西堀こ太ろうさんのｺﾒﾝﾄ 



【まんげつのよるに】 
作：きむら ゆういち（講談社） 

 

ガブが大きななだれにのみこまれきおくがすべてなくなってし

まった。でも一つだけおぼえていることがあった。それはヤギの

ことだ。でもメイはガブを見つけてはしりだした。でも二人はま

ったくちがうもくてきで、そしてガブはメイを食べようとするが、

メイは食べられちゃうのか…ドキドキハラハラのえほんです。わ

たしは、この本が大すきなので読んでみてください。 

井上小学校 2 年松組 山田恵伶奈さんのｺﾒﾝﾄ 



【もみの木がっこうのうんどうかい】 
作：いまむら あしこ（女子パウロ会） 

 

かけっこでこぎつねくんがころんだときに、こだぬきくんがた

すけに行きました。こだぬきくんはビリになってもいいの？と思

いました。わたしは、むりです。こだぬきくんがやさしかったの

でびっくりしました。わたしのおすすめ本です。 

井上小学校 2 年松組 山岸 綾乃さんのｺﾒﾝﾄ 



【なぜなに こんちゅう】 
作：橋本 健一（世界文化社） 

 

ぼくは、本にでてきたカマキリがちょうちょをまえあしでつか

まえているしゃしんをみてびっくりしました。ほかにもいろんな

虫のひみつがわかってたのしいです。 

井上小学校 2 年竹組 とのさきあおいさんのｺﾒﾝﾄ 



【ぼくのニセモノをつくるには】 
作：ヨシタケ シンスケ（ブロンズ新社） 

 

このお話は、しゅじんこうのぼくが、じぶんのにせものをつくって、

しゅくだいとかをにせものにやらせようとします。でも、ロボットは、

うまくにせものにはなれなかった。ぼくが一ばんおもしろかったの

は、さいごにおかあさんにかんたんににせものがばれてしまったとこ

ろです。 

井上小学校 2 年竹組 綿田 晴天さんのｺﾒﾝﾄ 



【おおきくなるっていうことは】 
作：中川 ひろたか（童心社） 

 

おおきくなるっていうことがよくわかるほんです。ぼくがすき

なのがおおきくなるってことがどれだけたいせつなのかがよくわ

かるところです。ぼくが、いちばんたいせつだなとおもったとこ

ろは、大きくなるためにぼくたちは、せいちょうするということ

です。 

井上小学校 2 年竹組 片桐はやとさんのｺﾒﾝﾄ 



【かいけつゾロリの大かいじゅう】 
作：原 ゆたか（ポプラ社） 

 

あばれるかいじゅうにゾロリのさくせんでパンといっしょに口

の中にねむくするすくりを入れてかいじゅうがたおれてうごかな

くなったところがおもしろかったです。ぼくは、かいじゅょうを

たおしたほうがいいと思いました。 

仁礼小学校 2 年仁組 は生田なおさんのｺﾒﾝﾄ 



【ねずみくんのチョッキ】 
作：なかえ よしを（ポプラ社） 

 

おかあさんがねずみくんにあんでくれたチョッキは、赤くてす

ごくにあっていたのに、あひるやさるやあしかやらいおんやかば

がきて、だんだんのびてしまいました。さいごにぞうがきたらす

ごくすごーくのびちゃってチョッキでブランコをしたのがたのし

そうでした。 

仁礼小学校 2 年仁組 塩野みなみさんのｺﾒﾝﾄ 



【いつだって ともだち】 
作：内田 麟太郎（偕成社） 

 

オオカミがキツネにないしょで、ひみつのたん生日プレゼント

をあげようとしたおはなしです。ひみつのはずなのに、イノシシ

やクマなど森のみんながてつだいにきて、キツネのプレゼントが

おまつりみたいになったところがおもしろかったです。なぜみん

なにおしえたのがテンなのかは、１ばんさいしょの絵をみてくだ

さい。 

仁礼小学校 2 年仁組 田中 千寛さんのｺﾒﾝﾄ 



【このあと どうしちゃおう】 
作：ヨシタケ シンスケ（ブロンズ新社） 

 

おじいちゃんがしんでしまったあとに「このあとどうしちゃお

う」とかかれたノートがでてきた。そこにはおもしろいことがい

っぱい書いておもしろいことばかりですごいなと思った。 

仁礼小学校 2 年仁組 田中 聖也さんのｺﾒﾝﾄ 



【どろぼう がっこう】 
作：加古 里子（偕成社） 

 

校長先生の名前は、くまさかとらえもん。先生はせいとにどろ

ぼうになることを教えています。先生を先頭にみんなでどろぼう

に出かけたら、入ったところは、けいむしょでつかまってしまい

ました。しっぱいばかりするおもしろいどろぼうたちの話です。 

仁礼小学校 2 年仁組 田中 祥太さんのｺﾒﾝﾄ 



【チビまじょチャミーとハートのくに】 
作：藤 真知子（岩崎書店） 

 

男の子のユメトがハートがすきだなんてびっくりしました。ハー

トのじょおうさまがユメトにすきの気もちをおしえてくれました。

すてきなお話なので、ぜひ読んで見て下さい。 

小山小学校 2 年西組 青木 紬さんのｺﾒﾝﾄ 



【ピリカ、おかあさんへの旅】 
作：越智 典子（福音館書店） 

 

「ピリカ、おかあさんへのたび」は、さけのむれがおよいでい

たら、きゅうにサメにおそわれたり、ピリカが力をふりしぼって

たまごをうみます。たまごをうんだピリカは、しんでしまいます。

目をさますとそこはたくさんのおかあさんおばあちゃんがピリカ

をむかえてくれます。かなしいけれどあたたかいお話です。 

小山小学校 2 年東組 古川 莉花さんのｺﾒﾝﾄ 



【はじめてのおつかい】 
作：筒井 頼子（福音館書店） 

 

５才のみいちゃんが１人でいけるなんてすごいなぁっておもい

ました。でもとちゅうでおかねばらばらにおちたけれど、（うん、

おねえちゃんなんだからだいじょうぶ。）とゆうきもちがつたわり

ました。大きなこえでなんどもなんどもしたらきづいてびっくり

してました。（あらまあ、こんな小っちゃいこ）って。 

旭ヶ丘小学校 2 年敬組 太田 ななさんのｺﾒﾝﾄ 



【両生類・はちゅう類】 
作：松井 正文（小学館） 

 

ぼくは、はちゅうるいが大すきです。虫を見つけると、つかま

えたくなります。つかまえた虫は、このはちゅうるいのエサにな

ります。この本でしらべると、しらないことが、たくさん書いて

あります。見たことのないはちゅうるいもいてつかまえてしらべ

るのがたのしみになる本です。 

旭ヶ丘小学校 2 年愛組 冨岡 奏杜さんのｺﾒﾝﾄ 



【あたまのうえのかみさま】 
作：のぶみ（サンマーク出版） 

 

頭の上でかみさまが見まもってくれているなんてうれしく思い

ました。お米一つぶ、一つぶにもかみさまがいるなんて、びっく

りです。わたしも、かみさまからヒントをもらえるように、みん

なにやさしくニコニコしていたいと思います。 

森上小学校 2 年智組 丸山 結衣さんのｺﾒﾝﾄ 



【しゅくだいさかあがり】 
作：福田 岩緒（ＰＨＰ研究所） 

 

ともだちにおしえてもらったのに、ともだちとけんかしちゃっ

てはんせいして「もうてつぼうなんかやんなくてもいいや。」って

言ったけど、つぎの日になるとてつぼうをれんしゅうしにいって

ともだちもいておとうさんもいて、てつだってひとりでできるよ

うになったのでよかったです。 

森上小学校 2 年智組 黒岩みみなさんのｺﾒﾝﾄ 



【にんきもののひけつ】 
作：森 絵都（童心社） 

 

このにんきもののひけつは、はなのバレンタイン・デーで、こ

まつくんが、二十七こもチョコレートをもらったけど、けいたく

んはチョコレートを１こしかもらわなかった。こまつくんのにん

きのひけつをさぐっているところがとってもおもしろかったで

す。 

森上小学校 2 年智組 小はしまな花さんのｺﾒﾝﾄ 



【こんたのおつかい】 
作：田中 友佳子（徳間書店） 

 

きつねのこんたが、おかあさんにおつかいをたのまれていくと

中、森の道をとおって天ぐやおにやおばけにおいかけられたけど、

さい後、豆ふやさんに行ったけど言うのを間ちがえてしまった。

読んでみて下さい。 

森上小学校 2 年智組 新井心優叶さんのｺﾒﾝﾄ 



【おおかみだあ!】 
作：セドリック ラマディエ（ポプラ社） 

 

おおかみがちかづいたらページをめくったり、みぎにかたむけた

り、本をふっておおかみを木からおちるようにしたり、さかさまに

したり、本をとじたらうしろに、ヒューおおかみがいなくなった。

もういちどはじめから？ってかいてあっておもしろかったです。 

森上小学校 2 年智組 ふじさわ一花さんのｺﾒﾝﾄ 



【いつだって ともだち】 
作：内田 麟太郎（偕成社） 

 

おおかみが、キツネにないしょで、あなをほっていたのは、キ

ツネのたんじょう日会をやるためだったなんてすてきだなとおも

いました。どうぶつたちもおおかみのてつだいをしていて、すば

らしいとおもいました。お友だちっていいな。 

森上小学校 2 年仁組 仁科 文伽さんのｺﾒﾝﾄ 



【トットトト】 
作：須坂市子ども読書活動支援研究会（須坂市生涯学習スポーツ課） 

 

トットが何回もつかまるところがおもしろかった。あと、トッ

トがみんなを元気づけようとするところがかっこよかった。 

豊洲小学校 2 年松組 青木 陸空さんのｺﾒﾝﾄ 



【どうぞのいす】 
作：香山 美子（チャイルド本社） 

 

ウサギさんがつくったいすの上に、ドングリがはいったかごを

ロバさんがおいて、おひるねしているあいだにかごの中みがどん

どんかわっておもしろかったです。 

豊洲小学校 2 年松組 市村 悠栞さんのｺﾒﾝﾄ 



【１００かいだてのいえ】 
作：いわい としお（偕成社） 

 

わたしは、この本を読んで、一ばんすみたい家は、てんとうむ

しの家です。わけは、わたしは、ピンク色がすきだからです。で

もわたしのおとうとは本を読んで、一ばんすみたい家は、ねずみ

さんのいえでした。 

 



【ぼくの町に電車がきた】 
作：鈴木 まもる（岩崎書店） 

 

いずはんとうにせんろをしく、工じの話です。日本じゅうから

3000 人もの人があつまり工じをしたそうです。せんろをひくの

は、こんなにたいへんなんだなーと思いました。工じのようすが

よくわかる話です。よんでね。 

高甫小学校 2 年敬組 ゆ本はる大さんのｺﾒﾝﾄ 



【たったさんびきだけのいけ】 
作：宇治 勲（ＰＨＰ研究所） 

 

さいしょはけんかばかりしてたけど、さいごにカエルが魚やか

めのためにトンネルをほるところがすきです。 

高甫小学校 2 年敬組 横田 慈貴さんのｺﾒﾝﾄ 



 

【ずーっと ずっと だいすきだよ】 
作：ハンス ウィルヘルム（評論社） 

 

ぼくが、いちばんすごいとおもったのは、エルフィーに、毎日、

ずっとずっとだいすきだよと、言いつづけたことです。エルフィー

はしんでしまって、かなしかったけれど、読んでいるぼくも、少し

気もちがらくでした。これからぼくも大切な人や、物にずっとずっ

と言ってやりたいです。 

高甫小学校 2 年敬組 大熊 颯介さんのｺﾒﾝﾄ 


