
知立市図書館 テーマ別 おすすめ本  

テーマ：あったらいいな 

低学年 

まほうのチョーク 小沢 正／作  西川 おさむ／絵 91/ｵ 教育画劇 1987 

まほうデパート本日かいてん! 山野辺 一記／作  木村 いこ／絵 91/ﾔ 金の星社 2015 

ひみつのきもちぎんこう   ふじもと みさと／作  田中 六大／絵 91/ﾌ 金の星社 2015 

まほうのじどうはんばいき やまだ ともこ／作  いとう みき／絵 91/ﾔ 金の星社 2008 

とっぺんのとけい 井上 よう子／作  永井 郁子／絵 E/ﾅ ひさかたチャイルド 1991 

うそみーるめがね いわむら かずお／文・絵 E/ｲ 復刊ドットコム 2017 

ふしぎなエレベーター わたり むつこ／作  佐々木 マキ／絵 91/ﾜ フレーベル館 2011 

りりちゃんのふしぎな虫めがね 最上 一平／作  青山 友美／絵 91/ﾓ 新日本出版社 2017 

にんげんそっくりロボット さねとう あきら／作  西村 郁雄／絵 91/ｻ 教育画劇 1989 

ようかい先生とぼくのひみつ 山野辺 一記／作  細川 貂々／絵 91/ﾔ 金の星社 2017 

“なんでもふたつ”さん Ｍ・Ｓ・クラッチ／作者 93/ｸ 大日本図書 1990 

そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン／文  クリストファー・コー／絵 E/ｺ ほるぷ出版 2015 

まほうのれいぞうこ たかおか まりこ／作  さいとう しのぶ／作・絵 E/ｻ ひかりのくに 2015 

おひるねけん おだ しんいちろう／作  こば ようこ／絵 E/ｺ 教育画劇 2013 

てんこうせいはワニだった! おの りえん／作・絵 91/ｵ こぐま社 2017 

ふしぎなカメラ 辻村 ノリアキ／さく  ゴトウ ノリユキ／え E/ｺﾞ PHP 研究所 2012 

 

中学年 

天使のかいかた なかがわ ちひろ／作 91/ﾅ 理論社 2002 

ちょっとだけタイムスリップ 花田 鳩子／作  福田 岩緒／絵 91/ﾊ PHP 研究所 2012 

めいちゃんの 500 円玉 なかがわ ちひろ／作・絵 91/ﾅ アリス館 2015 

ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか／作  木村 いこ／絵 91/ｻ 講談社 2018 

なんでもただ会社 ニコラ=ド=イルシング／作 末松 氷海子／訳 垂石 真子／絵 95/ｲ 講談社 1992 

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン／文 トミー・ウンゲラー／絵 さくま ゆみこ／訳 93/ﾌﾞ あすなろ書房 1998 

願いのかなうまがり角 岡田 淳／作  田中 六大／絵 91/ｵ 偕成社 2012 

カホのいれかわり大パニック 横田 明子／作  木村 いこ／絵 91/ﾖ 岩崎書店 2012 

まほうの自由研究 如月 かずさ／作  はた こうしろう／絵 91/ｷ 小峰書店 2017 

かみ舟のふしぎな旅 ヴェーラ=フェラミークラ／作  ロームルス=カンデア／絵 94/ﾌ 偕成社 1985 

鈴とリンのひみつレシピ! 堀 直子／作  木村 いこ／絵 91/ﾎ あかね書房 2008 

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン／作 ケビン・ホークス／絵 千葉 茂樹／訳 E/ﾎ あすなろ書房 1999 

 



 

高学年 

パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク／著 菱木 晃子／訳 はた こうしろう／絵 94/ｽ 小峰書店 2009 

宿題ロボット、ひろったんですけど トーマス・クリストス／作 もりうち すみこ／訳  

柴田 純与／絵 

94/ｸ あかね書房 2017 

小さなコックさん 八木田 宜子／作  吉川 聡子／絵 91/ﾔ 講談社 2004 

テレビのむこうの謎の国 エミリー・ロッダ／著 さくま ゆみこ／訳 杉田 比呂美／絵 93/ﾛ あすなろ書房 2009 

歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル／作 岡本 さゆり／訳  

平野 恵理子／絵 

93/ﾒ 偕成社 1997 

秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹／作  黒須 高嶺／絵 91/ﾅ ポプラ社 2018 

チビ竜と魔法の実 富安 陽子／著  大庭 賢哉／絵 91/ﾄ 偕成社 2003 

時間割のむこうがわ 小浜 ユリ／作  杉田 比呂美／絵 91/ｺ ポプラ社 2009 

人類やりなおし装置 岡田 淳／著 91/ｵ 17 出版 2008 

おれがあいつであいつがおれで 山中 恒／作  杉基 イクラ／絵 91/ﾔ 角川書店 2012 

願いがかなうふしぎな日記 本田 有明／著 91/ﾎ PHP 研究所 2012 

県知事は小学生? 濱野 京子／作  橋 はしこ／絵 91/ﾊ PHP 研究所 2020 

「希望」という名の船にのって 森下 一仁／著  きたむら さとし／画 91/ﾓ ゴブリン書房 2010 

 


