県庁おもてなし課

コンビニもない町の義肢メーカーに届く感謝の手紙

有川

中村 俊郎（著）

浩（著）

発足したばかりの「おもてなし課」の
登場人物達はとても頼りない。次々と難
問がふりかかる。失敗を恐れず乗り越
えていく姿が清々しい。ドキドキ、わく
わくしながら読み終えるころには、元気
になった自分がいる。

c 角川書店

世界の国

堤

眞

100年前の女の子
船曳 由美（著）
講談社（1,680円）
高校生･勤労青少年向け
栃木県と群馬県の県境に100年前に
生まれた寺崎テイ。その生涯の原風景、
高松村（現足利市）にあった、かつての
日本の古き良き生活の姿。テイを支え
た人々。人は何を感じ、学び、生きてい
くべきか。県人としての１冊。

１位と最下位

淳平（著）

岩波書店（861円）
高校生･勤労青少年向け
真実は与えられるものではなく、自
分自身で見つけるもの。そして真実を
見つける力さえあれば社会は変えられ
る。閉塞感を理由に「未来を選びとる
自由」を手放していないだろうか。あ
きらめずに種をまき続けよう。

木

県

シリコーンゴム製義肢装具の製造・
販売で世界企業となった、島根県にあ
る中村ブレイス。この会社には世界中
から感謝の手紙が多く寄せられていま
す。誰のために働くか、何のために働
くかを考えさせられる本です。

社会の真実の見つけかた
未果（著）

栃

日本文芸社（1,365円）
高校生･勤労青少年向け

角川書店（1,680円）
高校生･勤労青少年向け

岩波書店（903円）
高校生･勤労青少年向け
世界の１位と最下位の国を対比させ
ると、いろいろなことが見えてくる。
人口が少ない国はどこ？進学率の高い
国は？その歴史的背景や今抱えている
問題を知ると、日本をどうするべきか
考えるきっかけになる。

ここに掲載している本は、栃木県優良推奨図書審査会
及び栃木県青少年健全育成審議会の審議を経て、栃木県
が平成24年度向けに推奨した図書です。
《お問合せ》
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県民生活部
青少年男女共同参画課青少年育成担当
℡028-623-3075 Fax 028-623-3150
E-mail:seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

カエルの目だま

ともだちやもんな、ぼくら

日髙 敏隆（文）
大野 八生（絵）

くすのき しげのり（作）
福田 岩緒（絵）
えほんの杜（１，
０００円）
小学生（低学年）向け

福音館書店（１,３６５円）
小学生（低学年）向け
カエルとヤンマとミズスマシは「自分
の目だまがいちばん。」といい、自まん
がっせんがはじまりました。でも、だれ
の目だまにもほかの目だまにないすご
いところがありました。七五ちょうのリ
ズムが耳にここちよい文しょうです。

カブト虫を見つけたなかよし３人組。
よろこんで木にのぼりますが、その木
は近じょでもゆう名なカミナリじいさ
んの家の木でした。カミナリじいさん
に見つかってしまった３人組は、さて
どうなるのでしょう。

はじめてのゆうき

パパのしごとはわるものです

そうま こうへい（作）
タムラ フキコ（絵）
小峰書店（1,155円）
小学生（低学年）向け

板橋 雅弘（作）
吉田 尚令（絵）

この本をよんだら、きっとおとうさん
とお話ししたくなるはずです。「ぼくは
よわむしでおまけにウソつきだ。」そん
なとしおのようにおもっているきみの
心に、きっとゆうきがとどくでしょう。

がっこうのしゅくだいで「おとうさ
んのしごと」をしらべることになりま
した。なんとパパのしごとは“わるも
の”“あくやくレスラー”だったのです。
いやがるぼくをだっこして、パパはし
ごとのはなしをはじめます。

ふしぎな のらネコ

みてても、いい？

くさの たき（作）
つじむら あゆこ（絵）
金の星社（1,155円）
小学生（低学年）向け

礒 みゆき（作）
はた こうしろう（絵）
ポプラ社（945円）
小学生（低学年）向け

ちょっとおこりんぼうのさきちゃん。
口で言えばいいのに、おこるとまわり
の人をたたいてしまうのです。ある日
こうえんで出合ったのらネコから、さ
きちゃんはとてもたいせつなことを学
んでいくのです。

「みてても、いい？」ふりかえると、
あのうさぎがたっています。「ちぇっ、
またきたのかよ…。」まいにちくるう
さぎの目をみるときつねは…。だれか
がみててくれる。だれかをみていたい。
しらなかったよそんな気もち。

アフガニスタンの少女マジャミン

うさぎの庭

長倉 洋海（写真･文）

広瀬 寿子（作）
高橋 和枝（絵）

新日本出版社（1,680円）
小学生（中学年）向け

育成憲章

マジャミンは山の学校に通う４年生
の女の子。暮らしは楽ではないけれど、
家事を手伝いながら勉強もがんばりま
す。「学校は知らないことをたくさん
学べるから大好き」そんなマジャミン
の夢は？

岩崎書店（１，
３６５円）
小学生（低学年）向け

あかね書房（１，
１５５円）
小学生（中学年）向け
そばにチイ子がいるー、それだけで
修は安心できた。
「思ったことがいえな
い、なさけない子なんです。」くすんだ
洋館でおばあさんに打ちあけたときか
ら、うさぎのチイ子以外にも心をひら
きはじめる修の心の成長をえがく。

怪盗ブラックの宝物

捨て犬・未来と子犬のマーチ

竜の座卓

おしまいのデート

那須 正幹（作）
田頭 よしたか（画）
福音館書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

今西 乃子（著）
浜田 一男（写真）

朝比奈 蓉子（作）
金沢 まりこ（絵）

瀬尾 まいこ（著）

50年前の大どろぼうミスター・ブラッ
クのざいほうが、どこかにねむっている
かもしれない。持田公平たちは、わずか
な手がかりをもとになぞの宝にせまっ
ていきます。そして、最後はあっとおど
ろくような結末が…。

わたしは「未来」。子犬のときに目
や足首を切られすてられていたの。で
も、今は里親とコーギー犬のらん丸に
いちゃんと元気にくらしているよ。わ
たしのようにすてられた子犬たちを勇
気づけるしごとをしているよ。

ぼくとテツ兄は、夏休みにおじい
ちゃんのリハビリをかねて座卓を作り
ました。座卓の裏に、おじいちゃんは
ふたりへメッセージを刻んでくれまし
た。熱い思いがこめられた座卓をずっ
と大切に使うつもりでしたが…。

こんなデートしたことある？親の離
婚後月に１回外で会う孫と祖父。元不
良の教え子と定年間近の老教師…。特
別な人と過ごす特別な時間…それは心
が温まって、ちょっとせつなくて。
きっとだれかとデートしたくなるかも。

てんせいくん

とくべつなお気に入り

幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア

世界でいちばん長い写真

八束 澄子（作）
大島 妙子（絵）
新日本出版社（1,470円）
小学生（中学年）向け

エミリー・ロッダ（作） 下平 けーすけ（絵）
神戸 万知（訳）
岩崎書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

田中

誉田 哲也（著）

学校で「じごくのそうべえ」のげきを
やることになり、ぼくはユメちゃんたち
と地ごく絵を見に、お寺のてんせいく
んの家へ行きます。ぼくはユメちゃんが
大好きだけどユメちゃんはてんせいく
んに気があるみたいで気に入らない。

「とくべつなお気に入りって、なあに？」
物おき部屋には土曜日のバザーのため
の洋服がならんでいます。
「とびきり着
ごこちがよくて、じぶんにぴったりって思
えることってあるじゃない？」おだやかな
午後に見たふしぎなゆめ。

募金ってきちんと届いている？里親
制度は逆差別を生む？古着の寄付は役
立っている？自発的な意識から生まれ
るさりげないボランティアをしてみま
せんか。巻末付録の「取り組みやすい
活動ガイド」も必見！

祖父の古道具屋で見つけた不思議なカ
メラ。それは長い長〜い写真が撮れるカ
メラだった。さえない中学３年生、写真部
の宏伸はそのカメラでしか撮れない風景
を見つけるために悪戦苦闘。宏伸はどん
な写真を撮るのか。

盆まねき

アルフレートの時計台

鉄のしぶきがはねる

どうすれば頭がよくなりますか？

富安 陽子（作）
高橋 和枝（絵）

斉藤

まはら 三桃（著）

茂木 健一郎（著）

岩崎書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

洋（著）

優（著）
河出書房新社（1,260円）
中学生向け

偕成社（1,260円）
小学生（高学年）向け

偕成社（1,050円）
小学生（中学年）向け

集英社（1,260円）
中学生向け

偕成社（1,260円）
小学生（高学年）向け

光文社（1,365円）
中学生向け

世界文化社（1,260円）
中学生向け

講談社（1,470円）
中学生向け

「盆まねき」というのは、８月のお盆
の３日間にごちそうを用意してみんな
でご先ぞさまをくようするという行事
です。毎日お祭りみたいなにぎやかさの
中で、なっちゃんはあるふしぎな体験を
したのでした。

大人になったクラウスは、医者に
なって生まれた町に帰って来る。ふと
したことから町にある古い時計台で、
幼いころのままの友アルフレートに再
会する。時をこえた２人の少年の日の
友情をえがいたファンタジー。

「高校生ものづくりコンテスト」。
工業高校機械科１年、唯一の女子が、
冷たく熱い鉄の塊に挑みます。「もの
づくり」を通して、家族の思い、周囲
への思い、そして自分の思いに気づい
ていきます。青春旋盤物語です。

「何のために勉強するんですか？」
「人はなぜ恋をするのですか？」など、
現役中学生から寄せられた質問に、ア
ハ体験でおなじみの茂木健一郎氏が答
える。これからの激動の時代を生きて
いく若者への温かいメッセージ。

クロティの秘密の日記

ピアチェーレ 風の歌声

動物の死は、かなしい？

左手一本のシュート

パトリシア･Ｃ･マキサック（作）
宮木 陽子（訳）
くもん出版（1,575円）
小学生（高学年）向け

にしがき ようこ（作）

あべ 弘士（著）

島沢 優子（著）

アメリカでどれい制度がしかれていた
ころ、ヴァージニア州で暮らす12才の少
女クロティは、禁じられていた読み書き
をひそかに覚えました。言葉のまほうを
知ったクロティは、
「自由」とはなにかを
考えはじめました。

嘉穂は母を幼いころ亡くし、父方の
祖父母と弟、おばの５人で暮らしてい
る。家庭の事情にこだわりがあり、な
かなか自分を出せずにいた。自分では
気がつかなかった歌声のみりょくを知
り、自分の心が解放されていく。

絵本作家である作者は、動物園の飼
育係をしていたころ「命を預かる」こと
に悩み、考えていました。動物園で、動
物たちの生と死を見つめ、絵本作家と
して動物を描くようになった今、作者な
りの答えを伝えてくれます。

「いつかコートに戻れる」。誕生日
を間近にした15歳の田中正幸君に脳出
血という悲運が襲った。バスケットは
もう無理とまで言われたが、
「その日」
を信じ、そして再びコートに立った
1167日間の記録。

盲導犬になれなかったスキッパー

木工少女

風をつかまえた少年

奇跡の教室

藤崎 順子（著）

濱野 京子（著）

ウィリアム･カムクワンバ（著） 田口俊樹（訳）
ブライアン･ミーラー（著） 池上 彰（解説）

伊藤 氏貴（著）

文藝春秋（1,300円）
小学生（高学年）向け
ボランティアで預かった青い目の子犬、
スキッパー。盲導犬のテストには落ちた
けれど、ミラノでばく発物そう査犬とし
て活やくするまでに…。人間も犬も自分
の仕事をまっとうすることの大切さやき
ずなの深さを実感できる本です。

小峰書店（1,470円）
小学生（高学年）向け

講談社（1,365円）
小学生（高学年）向け
１年間限定でしぶしぶ山おくの学校
に来た６年生の美楽。家具職人と出会
い、木とのふれ合いを深めるうちに学
校の友達や父の教え子たちとの関係が
変わってきます。自分がここにいた証
として卒業の時美楽が残したものは…。

小学館（1,365円）
中学生向け

河出書房新社（1,260円）
中学生向け

文藝春秋（1,750円）
高校生･勤労青少年向け
アフリカのマラウイを食糧危機が襲い、
カムクワンバ少年は学校を退学する。そ
んな中、村の図書室で出合った物理学の
本が少年の生き方を変えた。独学で風力
発電を作りあげる。学ぶことの意味を真
に問う感動の実話。

小学館（1,365円）
高校生･勤労青少年向け
「すぐ役立つことは、すぐ役立たな
くなる」自分の血肉となるもの、人生
の困難にぶつかったときに力を発揮し
てくれるものは、自分が興味を持った
ことに粘り強く取り組んだ経験だと、
エチ先生は教えてくれます。

怪盗ブラックの宝物

捨て犬・未来と子犬のマーチ

竜の座卓

おしまいのデート

那須 正幹（作）
田頭 よしたか（画）
福音館書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

今西 乃子（著）
浜田 一男（写真）

朝比奈 蓉子（作）
金沢 まりこ（絵）

瀬尾 まいこ（著）

50年前の大どろぼうミスター・ブラッ
クのざいほうが、どこかにねむっている
かもしれない。持田公平たちは、わずか
な手がかりをもとになぞの宝にせまっ
ていきます。そして、最後はあっとおど
ろくような結末が…。

わたしは「未来」。子犬のときに目
や足首を切られすてられていたの。で
も、今は里親とコーギー犬のらん丸に
いちゃんと元気にくらしているよ。わ
たしのようにすてられた子犬たちを勇
気づけるしごとをしているよ。

ぼくとテツ兄は、夏休みにおじい
ちゃんのリハビリをかねて座卓を作り
ました。座卓の裏に、おじいちゃんは
ふたりへメッセージを刻んでくれまし
た。熱い思いがこめられた座卓をずっ
と大切に使うつもりでしたが…。

こんなデートしたことある？親の離
婚後月に１回外で会う孫と祖父。元不
良の教え子と定年間近の老教師…。特
別な人と過ごす特別な時間…それは心
が温まって、ちょっとせつなくて。
きっとだれかとデートしたくなるかも。

てんせいくん

とくべつなお気に入り

幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア

世界でいちばん長い写真

八束 澄子（作）
大島 妙子（絵）
新日本出版社（1,470円）
小学生（中学年）向け

エミリー・ロッダ（作） 下平 けーすけ（絵）
神戸 万知（訳）
岩崎書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

田中

誉田 哲也（著）

学校で「じごくのそうべえ」のげきを
やることになり、ぼくはユメちゃんたち
と地ごく絵を見に、お寺のてんせいく
んの家へ行きます。ぼくはユメちゃんが
大好きだけどユメちゃんはてんせいく
んに気があるみたいで気に入らない。

「とくべつなお気に入りって、なあに？」
物おき部屋には土曜日のバザーのため
の洋服がならんでいます。
「とびきり着
ごこちがよくて、じぶんにぴったりって思
えることってあるじゃない？」おだやかな
午後に見たふしぎなゆめ。

募金ってきちんと届いている？里親
制度は逆差別を生む？古着の寄付は役
立っている？自発的な意識から生まれ
るさりげないボランティアをしてみま
せんか。巻末付録の「取り組みやすい
活動ガイド」も必見！

祖父の古道具屋で見つけた不思議なカ
メラ。それは長い長〜い写真が撮れるカ
メラだった。さえない中学３年生、写真部
の宏伸はそのカメラでしか撮れない風景
を見つけるために悪戦苦闘。宏伸はどん
な写真を撮るのか。

盆まねき

アルフレートの時計台

鉄のしぶきがはねる

どうすれば頭がよくなりますか？

富安 陽子（作）
高橋 和枝（絵）

斉藤

まはら 三桃（著）

茂木 健一郎（著）

岩崎書店（1,365円）
小学生（中学年）向け

洋（著）

優（著）
河出書房新社（1,260円）
中学生向け

偕成社（1,260円）
小学生（高学年）向け

偕成社（1,050円）
小学生（中学年）向け

集英社（1,260円）
中学生向け

偕成社（1,260円）
小学生（高学年）向け

光文社（1,365円）
中学生向け

世界文化社（1,260円）
中学生向け

講談社（1,470円）
中学生向け

「盆まねき」というのは、８月のお盆
の３日間にごちそうを用意してみんな
でご先ぞさまをくようするという行事
です。毎日お祭りみたいなにぎやかさの
中で、なっちゃんはあるふしぎな体験を
したのでした。

大人になったクラウスは、医者に
なって生まれた町に帰って来る。ふと
したことから町にある古い時計台で、
幼いころのままの友アルフレートに再
会する。時をこえた２人の少年の日の
友情をえがいたファンタジー。

「高校生ものづくりコンテスト」。
工業高校機械科１年、唯一の女子が、
冷たく熱い鉄の塊に挑みます。「もの
づくり」を通して、家族の思い、周囲
への思い、そして自分の思いに気づい
ていきます。青春旋盤物語です。

「何のために勉強するんですか？」
「人はなぜ恋をするのですか？」など、
現役中学生から寄せられた質問に、ア
ハ体験でおなじみの茂木健一郎氏が答
える。これからの激動の時代を生きて
いく若者への温かいメッセージ。

クロティの秘密の日記

ピアチェーレ 風の歌声

動物の死は、かなしい？

左手一本のシュート

パトリシア･Ｃ･マキサック（作）
宮木 陽子（訳）
くもん出版（1,575円）
小学生（高学年）向け

にしがき ようこ（作）

あべ 弘士（著）

島沢 優子（著）

アメリカでどれい制度がしかれていた
ころ、ヴァージニア州で暮らす12才の少
女クロティは、禁じられていた読み書き
をひそかに覚えました。言葉のまほうを
知ったクロティは、
「自由」とはなにかを
考えはじめました。

嘉穂は母を幼いころ亡くし、父方の
祖父母と弟、おばの５人で暮らしてい
る。家庭の事情にこだわりがあり、な
かなか自分を出せずにいた。自分では
気がつかなかった歌声のみりょくを知
り、自分の心が解放されていく。

絵本作家である作者は、動物園の飼
育係をしていたころ「命を預かる」こと
に悩み、考えていました。動物園で、動
物たちの生と死を見つめ、絵本作家と
して動物を描くようになった今、作者な
りの答えを伝えてくれます。

「いつかコートに戻れる」。誕生日
を間近にした15歳の田中正幸君に脳出
血という悲運が襲った。バスケットは
もう無理とまで言われたが、
「その日」
を信じ、そして再びコートに立った
1167日間の記録。

盲導犬になれなかったスキッパー

木工少女

風をつかまえた少年

奇跡の教室

藤崎 順子（著）

濱野 京子（著）

ウィリアム･カムクワンバ（著） 田口俊樹（訳）
ブライアン･ミーラー（著） 池上 彰（解説）

伊藤 氏貴（著）

文藝春秋（1,300円）
小学生（高学年）向け
ボランティアで預かった青い目の子犬、
スキッパー。盲導犬のテストには落ちた
けれど、ミラノでばく発物そう査犬とし
て活やくするまでに…。人間も犬も自分
の仕事をまっとうすることの大切さやき
ずなの深さを実感できる本です。

小峰書店（1,470円）
小学生（高学年）向け

講談社（1,365円）
小学生（高学年）向け
１年間限定でしぶしぶ山おくの学校
に来た６年生の美楽。家具職人と出会
い、木とのふれ合いを深めるうちに学
校の友達や父の教え子たちとの関係が
変わってきます。自分がここにいた証
として卒業の時美楽が残したものは…。

小学館（1,365円）
中学生向け

河出書房新社（1,260円）
中学生向け

文藝春秋（1,750円）
高校生･勤労青少年向け
アフリカのマラウイを食糧危機が襲い、
カムクワンバ少年は学校を退学する。そ
んな中、村の図書室で出合った物理学の
本が少年の生き方を変えた。独学で風力
発電を作りあげる。学ぶことの意味を真
に問う感動の実話。

小学館（1,365円）
高校生･勤労青少年向け
「すぐ役立つことは、すぐ役立たな
くなる」自分の血肉となるもの、人生
の困難にぶつかったときに力を発揮し
てくれるものは、自分が興味を持った
ことに粘り強く取り組んだ経験だと、
エチ先生は教えてくれます。

県庁おもてなし課

コンビニもない町の義肢メーカーに届く感謝の手紙

有川

中村 俊郎（著）

浩（著）

発足したばかりの「おもてなし課」の
登場人物達はとても頼りない。次々と難
問がふりかかる。失敗を恐れず乗り越
えていく姿が清々しい。ドキドキ、わく
わくしながら読み終えるころには、元気
になった自分がいる。

c 角川書店

世界の国

堤

眞

100年前の女の子
船曳 由美（著）
講談社（1,680円）
高校生･勤労青少年向け
栃木県と群馬県の県境に100年前に
生まれた寺崎テイ。その生涯の原風景、
高松村（現足利市）にあった、かつての
日本の古き良き生活の姿。テイを支え
た人々。人は何を感じ、学び、生きてい
くべきか。県人としての１冊。

１位と最下位

淳平（著）

岩波書店（861円）
高校生･勤労青少年向け
真実は与えられるものではなく、自
分自身で見つけるもの。そして真実を
見つける力さえあれば社会は変えられ
る。閉塞感を理由に「未来を選びとる
自由」を手放していないだろうか。あ
きらめずに種をまき続けよう。

木

県

シリコーンゴム製義肢装具の製造・
販売で世界企業となった、島根県にあ
る中村ブレイス。この会社には世界中
から感謝の手紙が多く寄せられていま
す。誰のために働くか、何のために働
くかを考えさせられる本です。

社会の真実の見つけかた
未果（著）

栃

日本文芸社（1,365円）
高校生･勤労青少年向け

角川書店（1,680円）
高校生･勤労青少年向け

岩波書店（903円）
高校生･勤労青少年向け
世界の１位と最下位の国を対比させ
ると、いろいろなことが見えてくる。
人口が少ない国はどこ？進学率の高い
国は？その歴史的背景や今抱えている
問題を知ると、日本をどうするべきか
考えるきっかけになる。

ここに掲載している本は、栃木県優良推奨図書審査会
及び栃木県青少年健全育成審議会の審議を経て、栃木県
が平成24年度向けに推奨した図書です。
《お問合せ》
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県民生活部
青少年男女共同参画課青少年育成担当
℡028-623-3075 Fax 028-623-3150
E-mail:seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

カエルの目だま

ともだちやもんな、ぼくら

日髙 敏隆（文）
大野 八生（絵）

くすのき しげのり（作）
福田 岩緒（絵）
えほんの杜（１，
０００円）
小学生（低学年）向け

福音館書店（１,３６５円）
小学生（低学年）向け
カエルとヤンマとミズスマシは「自分
の目だまがいちばん。」といい、自まん
がっせんがはじまりました。でも、だれ
の目だまにもほかの目だまにないすご
いところがありました。七五ちょうのリ
ズムが耳にここちよい文しょうです。

カブト虫を見つけたなかよし３人組。
よろこんで木にのぼりますが、その木
は近じょでもゆう名なカミナリじいさ
んの家の木でした。カミナリじいさん
に見つかってしまった３人組は、さて
どうなるのでしょう。

はじめてのゆうき

パパのしごとはわるものです

そうま こうへい（作）
タムラ フキコ（絵）
小峰書店（1,155円）
小学生（低学年）向け

板橋 雅弘（作）
吉田 尚令（絵）

この本をよんだら、きっとおとうさん
とお話ししたくなるはずです。「ぼくは
よわむしでおまけにウソつきだ。」そん
なとしおのようにおもっているきみの
心に、きっとゆうきがとどくでしょう。

がっこうのしゅくだいで「おとうさ
んのしごと」をしらべることになりま
した。なんとパパのしごとは“わるも
の”“あくやくレスラー”だったのです。
いやがるぼくをだっこして、パパはし
ごとのはなしをはじめます。

ふしぎな のらネコ

みてても、いい？

くさの たき（作）
つじむら あゆこ（絵）
金の星社（1,155円）
小学生（低学年）向け

礒 みゆき（作）
はた こうしろう（絵）
ポプラ社（945円）
小学生（低学年）向け

ちょっとおこりんぼうのさきちゃん。
口で言えばいいのに、おこるとまわり
の人をたたいてしまうのです。ある日
こうえんで出合ったのらネコから、さ
きちゃんはとてもたいせつなことを学
んでいくのです。

「みてても、いい？」ふりかえると、
あのうさぎがたっています。「ちぇっ、
またきたのかよ…。」まいにちくるう
さぎの目をみるときつねは…。だれか
がみててくれる。だれかをみていたい。
しらなかったよそんな気もち。

アフガニスタンの少女マジャミン

うさぎの庭

長倉 洋海（写真･文）

広瀬 寿子（作）
高橋 和枝（絵）

新日本出版社（1,680円）
小学生（中学年）向け

育成憲章

マジャミンは山の学校に通う４年生
の女の子。暮らしは楽ではないけれど、
家事を手伝いながら勉強もがんばりま
す。「学校は知らないことをたくさん
学べるから大好き」そんなマジャミン
の夢は？

岩崎書店（１，
３６５円）
小学生（低学年）向け

あかね書房（１，
１５５円）
小学生（中学年）向け
そばにチイ子がいるー、それだけで
修は安心できた。
「思ったことがいえな
い、なさけない子なんです。」くすんだ
洋館でおばあさんに打ちあけたときか
ら、うさぎのチイ子以外にも心をひら
きはじめる修の心の成長をえがく。

