
知立市図書館 テーマ別 おすすめ本  

テーマ：家族 

低学年 

ちょっとだけ 瀧村 有子／さく  鈴木 永子／え Ｅス 福音館書店 2007 

しげちゃん 室井 滋／作  長谷川 義史／絵 E ハ 金の星社 2011 

まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介／作  渡辺 有一／絵 E ワ 鈴木出版 2013 

おさがり くすのき しげのり／さく  北村 裕花／え E キ 東洋館出版社 2018 

きょうはなんのひ? 瀬田 貞二／作  林 明子／絵 E ハ 福音館書店 1979 

おかあさん、げんきですか。 後藤 竜二／作  武田 美穂／絵 E タ ポプラ社 2006 

ごきげんなすてご いとう ひろし／さく 91 イ 徳間書店 1995 

おとうさんの手 まはら 三桃／作  長谷川 義史／絵 91 マ 講談社 2011 

チコのまあにいちゃん 北川 チハル／作  福田 いわお／絵 91 キ 岩崎書店 2002 

はじめてのゆうき そうま こうへい／作  タムラ フキコ／絵 91 ソ 小峰書店 2010 

かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣／作  藤原 ヒロコ／絵 91 ム BL 出版 2014 

おねえちゃんって、もうたいへん! いとう みく／作  つじむら あゆこ／絵 91 イ 岩崎書店 2012 

みんな、星のかけらから ジーン・ウィリス／文  ブライオニー・メイ・スミス／絵 E ス フレーベル館 2018 

かりのけいこ 吉田 遠志／絵と文 E ヨ リブリオ出版 2001 

おねえちゃんってふしぎだな 北川 チハル／作  竹中 マユミ／絵 91 キ あかね書房 2010 

キナコ いとう みく／作  青山 友美／絵 91 イ PHP 研究所 2015 

まねしんぼう みやにし たつや／さく・え E ミ 岩崎書店 1999 

おへそのあな 長谷川 義史／作 E ハ BL 出版 2006 

ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうま こうへい／作  石川 えりこ／絵 91 ソ 佼成出版社 2018 

 

中学年 

パパはステキな男のおばさん 石井 睦美／文  あおき ひろえ／絵 91 イ BL 出版 2011 

お父さんの V サイン そうま こうへい／作  福田 岩緒／絵 91 ソ 小峰書店 2012 

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン／文  エヴァ・エリクソン／絵 E エ あすなろ書房 2005 

レンタルロボット 滝井 幸代／作  三木 謙次／絵 91 タ 学研教育出版 2011 

かあちゃん取扱説明書 いとう みく／作  佐藤 真紀子／絵 91 イ 童心社 2013 

ロボママ エミリー・スミス／作  もりうち すみこ／訳  村山 鉢子／絵 93 ス 文研出版 2005 

おばあちゃんがやってきた 重本 あき子／文  やまなか ももこ／絵 E ヤ 新日本出版社 2019 

みてろよ!父ちゃん!! くすのき しげのり／作  小泉 るみ子／絵 91 ク 文溪堂 2016 

バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪 裕子／作  山本 祐司／絵 91 ミ あかね書房 2008 

 



高学年 

拝啓、お母さん 佐和 みずえ／作  かんべ あやこ／絵 91 サ フレーベル館 2017 

ライジング父サン くすのき しげのり／作  松成 真理子／絵 91 ク フレーベル館 2012 

西の魔女が死んだ 梨木 香歩／著 91 ナ 小学館 1996 

おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川 さよ／作  久永 フミノ／絵 91 オ 朝日学生新聞社 2019 

わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田 依世子／作  ウラモト ユウコ／絵 91 オ 偕成社 2016 

ビター・ステップ 高田 由紀子／作  おとない ちあき／絵 91 タ ポプラ社 2018 

あかりさん、どこへ行くの? 近藤 尚子／作  江頭 路子／絵 91 コ フレーベル館 2016 

ハッピーバースデー 青木 和雄／作  加藤 美紀／画 91 ア 金の星社 2003 

わたしからわらうよ 押切 もえ／著 91 オ ロクリン社 2017 

 


