図書館

熊本市立

おすすめ

小学校5・6 年生のための 30冊

※50 音順

大どろぼう
ホッツェンプロッツ
オトフリート・プロイスラー 作
中村 浩三 訳

獣の奏者シリーズ
上橋 菜穂子 作

講談社
偕成社

おばあさんの大切なコーヒーひき
を奪った大どろぼうを追って、２人の
少年が大活躍！スリルとユーモアがいっぱいの傑作。

獣 の 医 術 師だった母を処 刑され、
孤児となったエリンは、ある日、天を
か
翔ける王獣と出会い、王獣の医術師
になろうと決心したのだが…
壮大なスケールで描き出す異世界ファンタジー。

グリーン・ノウ物語シリーズ

［改訂新版］

ルーシー・Ｍ・ボストン 作
亀井 俊介 訳
評論社

ひいおばあさんの家で冬休みを過ご
すことになったトーリー。そこは、イギリスでもいちばん
古いお屋敷のひとつ、
グリーン・ノウ。グリーン・ノウでは、
次々と不思議な出来事が起こって…。

あのとき、
そこにきみがいた。
やじま ますみ 作
ポプラ社

2016 年４月、熊本地方を２度の巨大地震がおそいま
した。イラストレーターの著者は、一家で被災しながらも、
絶望のむこうに生きる力と希望をみいだします。

クローディアの秘密
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作
松永 ふみ子 訳

小人の冒険シリーズ
岩波書店

弟と家出をしたクローディアの行く
先はニューヨークのメトロポリタン美
術館。
２人はミケランジェロ作とされる天使の像にひきつけ
られ、その謎を解こうとします。

メアリー・ノートン 作
林 容吉 訳
岩波書店

イギリスの古い家の床下に住んで
いた小人の一家。娘のアリエッティ
が、男の子に姿を見られてしまったことから、事件が次々
と起こります。

ゲド戦記シリーズ
The MANZAI

ル・グウィン 作
清水 真砂子 訳
岩波書店

不思議な力を持つゲドは、魔法を
学ぶためローク学院に入る。進歩が早く得意になったゲ
ドは、禁じられた呪文を唱えてしまう…。
しょうがい
魔法使いゲドの生涯とアースシー世界の光と闇を描く
壮大な物語。

あさの あつこ 作
鈴木 びんこ 絵

ポプラ社

転校生の瀬田歩は、突然サッカー
部の秋本貴史に呼び出された。そこ
で貴史から思ってもみなかった申し出が…。
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シャーロットの
おくりもの
E.B. ホワイト 作
さくま ゆみこ 訳

たて ぐ

建具職人の千太郎
岩崎 京子 作
くもん出版

あすなろ書房
な や

静かな農場の納屋に住む子ブタの
ウィルバーはクモのシャーロットと仲よくなる。
しかし、
ウィ
ルバーはハムにされる運命。
ウィルバーを救うため、シャーロットは『奇跡』を起こ
すのですが…。

たて ぐ

チョコレート工場の秘密

しらんぷり

ロアルド・ダール 作
柳瀬 尚紀 訳

梅田 俊作・梅田 佳子 作
ポプラ社

評論社

ドンチャンがまたいじめにあって
いる。ドンチャンは黙ってやられる
まま。仕返しが怖いぼくとセイヤとヨッチンは、しらんぷ
りを続けるが…。

まずしい少年チャーリーに、世界一
のお菓子工場見学のチケットが当たっ
しょうたい
た。一緒に招待された５人の子どもた
ちに次々と明かされる、アッと驚く工場のものすごい秘
密！笑いと涙と心にしみる感動がいっぱいの傑作童話。

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン 作
石井 桃子 訳
岩波書店

地球上にいきものが誕生してから、わたしたち人間の
時代になるまでの長い長い生命の歴史をステージ上で物
語を語るようにつづられてゆく絵本。

ツバメ号とアマゾン号
アーサー・ランサム 作
神宮 輝夫 訳
岩波書店

夏休み、
ウォーカー家の４人兄弟は、
小 さな 帆 船「ツバメ号」に乗って、
子どもたちだけで、無人島ですごします。湖を探検したり、
アマゾン海賊を名乗る姉妹からの挑戦をうけたり、わく
わくするできごとがいっぱい！

太陽の東 月の西

トムは真夜中の庭で

アスビョルンセン 作
佐藤 俊彦 訳

フィリパ・ピアス 作
高杉 一郎 訳
岩波書店

岩波書店

山と森と湖の国ノルウェーに伝わ
る楽しい民話。
トロルにさらわれたおひめさまを助けだす兵隊の活躍
を描いた「青い山の三人のおひめさま」ほか、
「ちびの
フリックとヴァイオリン」など 18 編。
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ほうこう

江戸時代̶。七歳で建具屋に奉公
に出された千太郎。まだ、友だちと
遊んでいたいさかりの千太郎だったが、先に奉公にきて
いた姉のはげましや、建具屋の職人たちとのふれあいの
中で、自分も腕のよい建具職人になりたいと思うように
なる。

たいくつ

友だちもなく退屈していたトムは、
真夜中に古時計が13も時を打つのを
聞き、
ヴィクトリア時代の庭園に誘いだされて、ふしぎな
少女と友だちになります。歴史と幻想を巧みに織りまぜた
傑作ファンタジー。

ドリトル先生シリーズ
ヒュー・ロフティング 作
井伏 鱒二 訳
岩波書店

動物と話のできる名医ドリトル先
生は、ある日アフリカのサルの国か
えきびょう
ら、ひどい疫病が流行しているから救ってほしいという
うった
訴えを受け、先生は、犬のジップたちをひきつれて冒険
の航海に出発します。

ナルニア国シリーズ
C.S. ルイス 作
瀬田 貞二 訳
岩波書店
い だい

ナルニア―偉大なるライオン、ア
スランがつくった不思議な生きものたちがくらす自由の
国。地上のどこにもない想像上の別世界。
「ナルニア」の誕生から滅亡までを描いた壮大なファ
ンタジー。

西の魔女が死んだ
梨木 香歩 作

（新潮文庫）
新潮社

中学に進み、学校へ足が向かな
くなったまいは、季節が初夏へと
移り変わるひと月を、
「西の魔女」
こと、大好きなおばあちゃんの元で過した。まいは魔女
かんじん
の手ほどきを受けるのだが、修行の肝心のかなめは、何
でも自分で決めるということだった。

二分間の冒険

ハリー・ポッターと賢者の石
ハリー・ポッターシリーズ
J.K. ローリング 作
松岡 佑子 訳
ダン・シュレシンジャー 絵
静山社

平凡なおば夫婦に育てられ、いと
こにいじめられながら、
ハリーは 11 歳の誕生日を迎える。
そこに、魔法学校への入学許可証が届いて、ハリーの
生活は一変する…。ハリーと仲間たちといっしょに魔法と
冒険の世界へ。

ハンナのかばん
カレン・レビン 作
石岡 史子 訳
ポプラ社

第二次世界大戦中、アウシュビッツ
のガス室で十三年の命を終えたハン
ナ。半世紀後、偶然、ハンナが残した
旅行かばんとであったふみ子。ハンナはどんな少女だっ
たのだろう…？ふみ子のハンナ探しがはじまった。

肥後の石工
今西 祐行 作
岩波書店

熊本の緑川に美しいアーチ型の霊
台橋が築かれたのは、さむらいの時
代が終わろうとしていたころ。その石橋づくりには、命
をかけてその技術を弟子たちに伝えた名職人・岩永三
五郎の物語がかくされていた。

冒険者たち

岡田 淳 作
太田 大八 絵

斎藤 惇夫 作
偕成社

たった二分間で冒険？信じられな
いかもしれません。でもこれは、六
年生の悟に本当におこったこと。体育館を抜け出して、
不思議な黒ネコに出会った時から、悟の長い長い二分間
の大冒険が始まります。

岩波書店

イタチと戦う島ネズミを助けに、ド
ブネズミのガンバと仲間たちは夢見
が島へ渡りました。しかし、どうもうな白イタチのノロイ
の攻撃をうけ、ガンバたちは知恵と力の限りを尽くして
戦います。
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ぼくらの七日間戦争
「ぼくら」シリーズ
宗田 理 作

ルール！

※R2.2.5 現在入手不可ですが、
図書館で貸出を行っています。

シンシア・ロード 作
おびか ゆうこ 訳

ポプラ社

１学期の終業式の日、東京下町にあ
る中学校の１年２組の男子生徒全員が
姿を消した。FM ラジオから聞こえて
きたのは、消えた生徒たちが流す“解放区放送”
。彼ら
は廃工場に立てこもり、ここを解放区として、大人たち
はんらん
への“叛乱”を起こしたのだ。

主婦の友社

人からどう思われるかを気にする
キャサリンは、ルールをつくって自分
をかくしている。自閉症の弟と、友だちの障害児ジェイ
ソンとぶつかりあいながら、
「ルールをやぶること」は「自
分らしく生きること」だと気がついてゆく。

ルリユールおじさん

ほこらの神さま

いせ ひでこ 作

富安 陽子 作
小松 良佳 絵

講談社
偕成社

神さまの家＜ほこら＞を拾った勇平
たち。願いごとはかなうけれど悪いことも起こってしまう。
小さなほこらをめぐるファンタジー。

わたしのこわれた本、なおしてくれる？
少女ソフィーは、大事にしていた植物図鑑がこわれて
しまい、ルリユール（製本職人）を訪ねる。
本への愛情、時代をこえてつながる職人のほこりを描
いた絵本。

ローズと魔法の薬

魔女の宅急便

病気の魔女と薬の魔女シリーズ
岡田 晴恵 作

角野 栄子 作
林 明子 絵

学研
福音館書店

ひとり立ちした魔女の子キキが、新
しい町で始めた商売は？相棒の黒猫
ジジと喜び悲しみを共にしながら、町の人たちに受け入
れられるようになるまでの１年をさわやかに描いた物語。

2009 年春から流行が始まった新

型（豚）
インフルエンザを受け、病気に

ついての正しい知識と予防法を、子どもから大人まで広

く伝えるために医学博士自ら書き下ろした読みやすい創
作ファンタジー。薬作りに奮闘する若い魔女ローズに勇
気づけられる良書。

おわりに
ここでは、小学校５・６年生に「おすすめ本
しょうかい

30 冊」を紹介しています。
せんしょ

選書にあたっては、各小・中学校の先生方の
いけん

し しょ

せんてい

ご意見をもとに、熊本市立図書館司書が選定を
さい

行いました。図書館などで本を選ぶ際に、お使
いください。
図書館には、他にも楽しい本がたくさんあり
ます。みなさんの心を動かす１冊と出会えるこ
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とを願っています。
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