
【星のカービィ 虹の島々を救え!の巻】 
作：高瀬 美恵（KADOKAWA） 

 

カービィの大の友だちリック、カイン、クーの三人がカービィ

のいるプププランドに来た。リック、カイン、クーのいるにじの

しまじまに雨がふらなくなって地面にひびがわれている！雨がふ

らないげんいんを調べにリック、カイン、クー、カービィ、メタ

ナイト、デデデ大王はくもにいき大のなかよしグーイがカービィ

たちにおそってきた所がどうなるかドキドキしました。 

井上小学校 3年竹組 山岸 龍平さんのｺﾒﾝﾄ 



【ハッピー＆ラッキーうらない入門】 
作：絹華（小学館） 

 

はじめての人でも楽しめる本です。自分の本当のタイプが分かっ

てしまうとか、恋のうらないや星ざうらないが楽しめます。うらな

いなので友だちや家族ともできます。1人でも楽しいです。おすす

めはせいざうらないです。ぜひ読んでみてください。 

井上小学校 3年竹組 森田 心桜さんのｺﾒﾝﾄ 



【星のカービィ  

結成! カービィハンターズ Zの巻】 
作：高瀬 美恵（KADOKAWA） 

 

カービィとワドルディが図書館に行ったらふしぎな本にすいこ

まれてプププ王国（キングダム）にきてしまって、カービィにそっ

くりな 3 人がカービィとなかまになってタランサをたおすときに

みんなでせきばんで力を合わせてみんなでタランザをたおせたの

がかんどうしました。そしてさいごカービィはぶじプププランドに

帰れたのか… 

井上小学校 3年竹組 花井 涼介さんのｺﾒﾝﾄ 



【うんこ図鑑】 
作：高野総太（不明） 

 

うんこ図鑑をよんでぼくは、「こういうもんもよんでいいのか

な」とおもいました。あるときには、のんでみたいなというもの

もありました。みなさんは、とってもうんこはきたないものだと

みなさんはおもってらっしゃるとおもいます。じつは、うんこを

のんでる人もいるのでよんでみてください。 

井上小学校 3年竹組 片桐 駿士さんのｺﾒﾝﾄ 



【ぼくとポチのたんてい手帳】 
作：きたやま ようこ（理論社） 

 

ぼくと犬のポチがあやしい森や湖にたんけんに行きます。そし

て事件をかいけつするためにたんていの七つ道具をもって行きま

す。その一つはスイートコーンのかんづめと鈴があります。ほか

にもユニークなものがたくさんあります。それをどのようにつか

うのでしょうか。お楽しみに！ 

井上小学校 3年竹組 田幸 礼鈴さんのｺﾒﾝﾄ 



【11 ぴきのねこ】 
作：馬場 のぼる（こぐま社） 

 

さいしょ、「11ぴきのねこ」を見たら、みんなおなかがぺこぺ

こでした。けど、その後魚が 1ぴきおちていたのでみんなでなか

よく分けている所がえらかったです。それでもまだ、おなかがペ

コペコだったのでのらねこたちがたびに出た所がすごかったので

見てください。 

井上小学校 3年竹組 土屋 知丈さんのｺﾒﾝﾄ 



【がっこうのおばけずかん】 
作：斉藤 洋（講談社） 

 

ひょうほんがいこつにつかまると朝までおどらせられるってい

うところがすごく面白かったのでみなさんもみてください。あと

れんぞく校長先生も面白いですよ。校長先生が校長室からでてき

てそのままドアをしめるところをみおくっているとまた校長先生

がでてくるんですよ。ぜひみんなもみてください。 

井上小学校 3年竹組 吉池 悠政さんのｺﾒﾝﾄ 



【かわいい手帳イラスト】 
作：石川 由紀（東京書店） 

 

この本は、人間、動物、花、家具などのイラストがかんたんに

かわいくかけるような本です。わたしが一番きにいったのは、ね

この絵です。きにいった絵をかけるようになるといいですね。人

間の絵もかんたんにかけるので見てください。 

井上小学校 3年竹組 渡邉 愛瑠さんのｺﾒﾝﾄ 



【トリックアート】 
作：政門一芳（汐文社） 

 

すごいと思ったのは、ちゃんとまっすぐにかいてあるのにゆが

んでみえるのがすごいと思いました。もう 1こすごいと思ったの

は、トリックアートがすごかったです。ほんもののワイングラス

かと思いました。 

井上小学校 3年竹組 増村 芙紀さんのｺﾒﾝﾄ 



【おおきな木】 
作：シェル・シルヴァスタイン（あすなろ書房） 

 

少年が木が好きで、木も少年が好きでした。はなれてしまった

けれど、さい後は少年が年をとってもどってきて、切りかぶにす

わるだけだったけど、木はしあわせでした。ぼくの一番好きな本

です。読んでください。 

井上小学校 3年松組 湯本 汐南さんのｺﾒﾝﾄ 



【イネの一生】 
作：守矢 登（あかね書房） 

 

お米は、何日も何日もかけて、できあがるので、「お米をだいじ

にしなきゃなー」と思いました。虫たちもイネの葉が大こうぶつ

で、だから、でんでん虫たちも人も生きられるんだなーと思いま

した。またイネを育てている農家の人にきらわれている動物が住

んでいることも書いてあるので読んでみてください。 

井上小学校 3年松組 山浦 蒼矢さんのｺﾒﾝﾄ 



【わかったさんのアイスクリーム】 
作：寺村 輝夫（あかね書房） 

 

わかったさんは、クリーニング屋です。くちぐせが、「わかった。」

なのです。ある日、服をアパートに届けに行きました。そのアパー

トの 3 がいにサトウさんという人が住んでいます。はり紙があっ

て開けたらふきとばされそうになりました。サトウさんがいまし

た。氷の国へジェットで行きました。ここから先は内しょです。楽

しんで見て下さい。 

井上小学校 3年松組 とみさわてっせいさんのｺﾒﾝﾄ 



【10 分で読める伝記】 
作：塩谷 京子（学研プラス） 

 

春日局は、江戸のばくふをささえた人です。ある日、家康のむ

すこ竹千代が短刀で自分ののどをさそうとしました！春日局は、

夢中で竹千代にとびつきました。竹千代の運命は？春日局の人生

は？ 

井上小学校 3年松組 高﨑 洵さんのｺﾒﾝﾄ 



【かみなりむすめ】 
作：斎藤 隆介（岩崎書店） 

 

かみなりむすめはかみなりの子だから下界の子と遊ばないので

私はかわいそうだと思います。ツノをかくして人間界に行ったけ

ど、だめで、でも男の子がしゃべりかけてくれて、せっせをして

くれていたのでやさしいと思いました。おシカは見つかって天に

かえってしまってそれで…この先は読んでみてください。 

井上小学校 3年松組 勝山 凛央さんのｺﾒﾝﾄ 



【ぎょうれつのできるはちみつやさん】 
作：ふくざわ ゆみこ（教育画劇） 

 

はちみつ屋さんに行ってあまいはちみつをなめたいなと思いま

した。はちみつ屋さんにいったしかさんやうさぎさんがおいしく

食べていました。ぼくもはちみつ屋さんに行ってパンケーキに、

はちみつをのせて食べてみたいです。この本を読んでいると、い

ろいろな花のはちみつをなめたくなるから読んでみてください。 

井上小学校 3年松組 片山丈太郎さんのｺﾒﾝﾄ 



【だめよ、デイビッド！】 
作：デイビッド・シャノン（評論社） 

 

この本は、ふだんだめなことをする男の子のおはなしです。ふ

だん自分がこんなことをしていないかどうかこの本を読んで自分

をふりかえってみて自分をみつめなおすのもいいとぼくは思いま

す。 

井上小学校 3年松組 いとうそらさんのｺﾒﾝﾄ 



【ベートーベン】 
作：越水利江子（学研プラス） 

 

さいごは、しんでしまったけれど、たくさんのくるしみをこえ

て音楽をさっきょくしたりえんそうするのがすごいと思いまし

た。 

小山小学校 3年西組 輿 桃乃さんのｺﾒﾝﾄ 



【二代目魔女のハーブティー】 
作：あんびる やすこ（ポプラ社） 

 

ジャレットは本当はまじょではなくてふつうの人間の女の子だ

ということを知らなかったスーは少しだけジャレットとケンカし

てしまいましたが、ゆくゆくはなかなおりできたのがよかったで

す。ジャレットに友だちができたいいお話なので、ぜひ読んでみ

て下さい。 

小山小学校 3年西組 青木つむぎさんのｺﾒﾝﾄ 



【ああ無情（レ・ミゼラブル）】 
作：ビクトル・ユーゴー（講談社） 

 

たった一切れのパンをぬすんだだけで 19 年間も牢獄に入れら

れてしまったジャン・バルジャン。牢獄を出てから、ミリエル司教

の家にとめてもらったことで、人を助けたりなどよいことばかり

をして、ジャンのことを悪人と思っていた人たちも最後にはジャ

ンはとてもよい人だったことがわかり、ジャンも天国へ行くこと

ができたので、とても感動しました。 

小山小学校 3年東組 山本真悠子さんのｺﾒﾝﾄ 



【暗闇のゲームセンター】 
作：木暮 正夫（岩崎書店） 

 

新地球人が、人にむけてはなしているのが、おもしろかったで

す。1 きしもじんが、ぼくのお母さんだったのに、きゅうに、お

にになってびっくりしました。 

小山小学校 3年東組 山岸 美輝さんのｺﾒﾝﾄ 



【先生、しゅくだいわすれました】 
作：山本 悦子（童心社） 

 

「うそをつくならもっと上手につかなくちゃ。」と言う先生の言葉

にクラスのみんなは大さわぎ。だって上手にうそをつけたら…。

子どもたちの考えたうそが楽しくて「くすっ。」とわらっちゃうお

話です！ 

小山小学校 3年東組 古川 莉花さんのｺﾒﾝﾄ 



【妖精のプリンセス】 
作：日本児童文学者協会（偕成社） 

 

ちびっことバカにされてきた小さいキースは、ほんとうのすが

たは、みるみる大きくなってほんとうは、おうじさまだったとは、

とてもとてもびっくりしました。 

小山小学校 3年東組 小林あゆ理さんのｺﾒﾝﾄ 



【だるまさんが】 
作：かがくい ひろし（ブロンズ新社） 

 

絵がわかりやすく大きくて、ぜんぶひらがなでかいてあったの

で小さな子でもよめていいなとおもいました！わたしが1ばんよ

いとおもったことは、小さな子でもよめるということです。なぜ

かというと、みんながよめるとうれしいからです！ 

 



【ばばばあちゃんのマフラー】 
作：さとう わきこ（福音館書店） 

 

おつきさんがかぜをひいて、おばあさんがおつきさんにマフラー

をあげてあげていいとおもった。あったかそうなマフラーでした。

おつきさんがかぜをひいてかわいそうでした。 

 



【ともだちのひっこし】 
作：宮野 聡子（PHP研究所） 

 

ともだちと毎日あそんでたんだけど、そのおともだちがひっこ

しする当日いっしょにあそんでたおにんぎょうをこうかんしてそ

のこはとなりの町にいてべつべつになって学校の春やすみにその

ひっこしてしまったこからてがみがとどいた。毎日あそんでたの

にかわいそうだった。 

仁礼小学校 3年仁組 安西 ゆなさんのｺﾒﾝﾄ 



【ふたりはいっしょ】 
作：アーノルド・ローベル（文化出版局） 

 

がまくんが自分のよていひょうを作ってかえるくんの家に行っ

た。よていひょうにはかえるくんとおさんぽする。と書いてあっ

てさんぽしていると風がふいてきて、よていひょうがとばされた。

さがしても見つからなかったけれど、よていひょうがなくても、

楽しくすごせることが分かりました。 

仁礼小学校 3年仁組 島崎 涼音さんのｺﾒﾝﾄ 



【ひみつの花園】 
作：フランシス ホジソン バーネット（学研教育出版） 

 

メアリーという女の子は、おじの家でくらすことになって、大

きな館には、夜になき声が聞こえたり庭には 10 年間もとざされ

た花園があったりとひみつが多くておもしろかったです。 

仁礼小学校 3年仁組 石井 楓さんのｺﾒﾝﾄ 



【エルマーとりゅう】 
作：ルース・スタイルス・ガネット（福音館書店） 

 

エルマーがりゅうをたすけたのがよかったと思います。カナリ

ヤ島のしりたがりびょうにかかったカナリヤの王さまのカンナ一

世が、ひみつのたからの場所を教えてくれて、おたからがみつかっ

て、しりたがりびょうがなおってよかったと思います。 

仁礼小学校 3年仁組 中村 圭佑さんのｺﾒﾝﾄ 



【シンドバッドの冒険】 
作：みお ちづる（学研教育出版） 

 

このシンドバッドのぼうけんには、いろいろないきものやいろ

いろなばめんがあります。そのなかで一番おもしろかった場面は、

ダイヤモンドの谷です。なぜかというと、まず、巨大な大じゃが

でてきてシンドバッドは食べられそうになりました。ですが、ダ

イヤモンドしょうにんたちの肉のおかけでたすかりました。ぼく

もシンドバッドのぼうけんをしたいです。 

仁礼小学校 3年仁組 川中 淳平さんのｺﾒﾝﾄ 



【えんぴつびな】 
作：長崎 源之助（金の星社） 

 

えんぴつびなは、かなしいお話で、女の子がむかしせんそうが

あったからいなかにひっこして、学校のせきでとなりになったの

シンペイちゃん。シンペイちゃんとは、話してて、ある日えんぴ

つのおひなさまをくれた。でも、せんそうがあってしんでしまう

話。 

仁礼小学校 3年仁組 柄沢 心結さんのｺﾒﾝﾄ 



【おばけの森ハイキング】 
作：山末 やすえ（文溪堂） 

 

はいしゃさんで、ないているところを、みさきちゃんにきづか

れたところが、おもしろかったです。のぐちくんといくはずだっ

たのに、みさきちゃんといくことになったところが楽しかったで

す。たくまくんがけむしをさわっちゃったとき、ドキドキしまし

た。みさきちゃんがくつをはんたいにはいたのがおもしろかった

です。 

須坂小学校 3年竹組 玉岡 愛彩さんのｺﾒﾝﾄ 



【そうだったのか！しゅんかん図鑑】 
作：伊知地 国夫（小学館） 

 

この本は 100 まいい上の写真をとってしっかりとれた写真を

6、7 まいこの本にはってあります。わたしがすごいと思った写

真は、テニスボールをラケットでうつしゅんかんの写真が好きで

す。じつはテニスのラケットでうった写真のまい数は 1万まいで

す!!この「そうだったのか！しゅんかん図かん」がおもしろかった

ので見てください!! 

高甫小学校 3年敬組 丸田 千紘さんのｺﾒﾝﾄ 



【最後のオオカミ】 
作：マイケル モーパーゴ（文研出版） 

 

スコットランドでさいごのオオカミがしゃさつされてもうスコッ

トランドには、オオカミがいないといってたのにもう一ぴきいたか

らよかったと思いました。かんどうしました。 

高甫小学校 3年敬組 丸田 紘大さんのｺﾒﾝﾄ 



【ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2】 
作：廣嶋 玲子（偕成社） 

 

ちょっとむずかしい本だけど、ちょっとこわくておもしろかっ

たです。おかしの注いをちゃんと見ておかないときけんなめにあ

う話でした。おもしろかったです。 

豊洲小学校 3年松組 中島 芽依さんのｺﾒﾝﾄ 



【6 さいのおよめさん】 
作：鈴木 中人（サンクチュアリ出版） 

 

ケイコちゃんは生まれた時から小児がんで、いたいちゅうしゃも

毎日して、ある日かんごしさんのけっこん式でした。ケイコちゃん

はけっこん式が大好きで、でもあと数ヵ月後で天国にいっちゃうけ

ど天国でおよめさんになれて感動しました。 

日滝小学校 3年西組 北澤 花香さんのｺﾒﾝﾄ 



【妖怪大百科】 
作：水木 しげる（小学館） 

 

はじめて水木しげる先生の本を読んだ時、数多くのようかいに

ついて、くわしく書いてあって、とてもおもしろくて、どんどん

水木しげる先生の本が大好きになりました。みんなには教えたく

ないけど、おもしろい一さつなのでぜひ気になる人は読んでほし

いと思います。 

日滝小学校 3年東組 牧 新さんのｺﾒﾝﾄ 



【ブンダバー】 
作：くぼしまりお（ポプラ社） 

 

おじいさんがおばあさんのたんじょう日をかいにでかけてお金

がたりませんでした。あるいていたらゴミのところにタンスがあっ

て、それをもちかえりました。おじいさんは古い物をきれいにする

力があってすごいなっと思いました。そのタンスの中からねこがで

てきました。そのねこはしゃべれて、へんなことを言っていたので

おもしろかったです。ぜひ読んでみてください。 

森上小学校 3年仁組 仁科 文伽さんのｺﾒﾝﾄ 



【ナルニア国物語ライオンと魔女】 
作：C.S.ルイス（学研プラス） 

 

ルーシがさいしょ洋服ダンスを通って、ナルニアという国にきました。それでルーシは

お兄ちゃんのピーターと一回いったことがあるエドマンドとお姉ちゃんのスーザンをつ

れて、その洋服ダンスを通ってナルニア国にでました。それでサンタサンにあって、けん

とたてをもらって弓矢とまほうのくすりの小びん、つのぶえをもらいました。それでわる

い白のまじょとたたかってぶじルーシのチームがかちました。それでルーシ、スーザン、

エドマンド、ピーターは王さま王女さまになりました。それでその 4 人はまた洋服ダン

スをみつけてその中にはいるとまた子どもになってしまいました。 

 



【三年一組、春野先生!  

三週間だけのミラクルティーチャー】 
作：くすのき しげのり（講談社） 

 

たんにんの先生が入いんして春野先生は三週間だけ、三年一組のたんにんの先生

でした。ペットボトルに「よい子の石」、いいことをしたらということがいいアイデ

アだと思いました。あと、春野先生が「できるようになるまで、あきらめないで練

習をすること。一回やってできなければ十回やる。できなければ百回、百回やって

もできなければ千回、やってもできなくてもあきらめない！」ということが大切だ

と思いました。わたしも、春野先生みたいに学校の先生になりたいです。 

森上小学校 3年智組 大内穂乃香さんのｺﾒﾝﾄ 



【マオのうれしい日】 
作：あんず ゆき（佼成出版社） 

 

この本を読んで、とても感どうしました。マオは、前足が生ま

れつきなくて、ふつうに歩いたり遊んだりできないけれど、車い

すで歩けるようにがんばります。なかまに入りたくてがんばりま

す。そのけっか…まおのうれしい日、ぜひ読んでみてください。 

森上小学校 3年智組 三角 ゆめさんのｺﾒﾝﾄ 



【マオのうれしい日】 
作：あんず ゆき（佼成出版社） 

 

前足がないマオが、その日その日を元気いっぱい、楽しそうに

生きていくために、けいこさんたちは、力を出し合って、がんば

りました。ぼくは人や動物が困っていたら、やさしい人になって

助けてあげたいと思いました。 

森上小学校 3年智組 舞澤 奏祐さんのｺﾒﾝﾄ 



【3 つのとんち】 
作：間所 ひさこ（学研プラス） 

 

いろいろなおはなしがあっておもしろいところや、かなしいと

ころたくさんありました。でもえものをかんたんにつかまえられ

たり、いろいろやくにたつことをしていたのですごいと思いまし

た。とちゅうでめいろがでてきたのでおもしろかったです。わた

しも、おもしろい本をつくってみたいと思いました。 

森上小学校 3年智組 ほり内たみさんのｺﾒﾝﾄ 



【にゅうしちゃん】 
作：minchi（岩崎書店） 

 

かわいらしいイラストでにゅうしの名前やはえてくるじゅんば

んや、よごれやすい場所やおそうじの方ほうが書いてあってわか

りやすかったです。主人公のおーちゃんとにゅうしちゃんのおわ

かれの時はちょっとさみしかったけど新しいお友だちえいきゅう

しちゃんが来てくれてほっとしました。 

森上小学校 3年智組 丸山 結衣さんのｺﾒﾝﾄ 



【わんぱくだんのロボットランド】 
作：ゆきの ゆみこ 上野 与志（ひさかたチャイルド） 

 

人をたすけるという大切なことをまなべます。ロボットランド

の食べものやくつや花やどうぶつが、人間の世界とちがいます。

ロボットの世界を楽しんでください。 

 



【4年 2 組がやってきた】 
作：野村 一秋（くもん出版） 

 

どうしてこの本を読もうと思ったのか、理由はマーくんがお兄ちゃん

と少し同じ、と思ったからです。4年 2組とマーくんがきょう力して、

たくさん考えて私も兄とそんなふうにすごしていきたいと思いました。

4 年 2 組とマーくんのど力、とてもかんどうしました。お兄ちゃんの

友だちにも兄にも、マーくんと 4 年 2 組、兄と私、ささえ合いながら

自分の道をすすんでいきたいです。 

旭ヶ丘小学校 3年敬組 沓掛 心花さんのｺﾒﾝﾄ 



 

【小学館の図鑑 NEO きのこ】 
作：保坂 健太郎（小学館） 

 

日本でかくにんされているきのこは、2000しゅるいい上ある

そうです。その中でめずらしいきのこから、よく見るきのこやく

700しゅるいのっている本です。ぼくは、きのこをとってくると、

この本を見て調べます。食べられるのか、食べられないのか、ど

こに生えるのか、にているきのこや、きのこのかさのうらまでく

わしく写真がのっているので分かりやすい本です。この本にある

きのこを全部おぼえたいな。 

旭ヶ丘小学校 3年愛組 冨岡 奏杜さんのｺﾒﾝﾄ 


