
知立市図書館 テーマ別 おすすめ本  

テーマ：ともだち 

低学年 

となりのせきのますだくん 武田 美穂／作・絵 E タ ポプラ社 1991 

メガネをかけたら くすのき しげのり／作  たるいし まこ／絵 E タ 小学館 2012 

おこだでませんように くすのき しげのり／作  石井 聖岳／絵 E イ 小学館 2008 

さっちゃんとなっちゃん 浜田 桂子／さく・え Eハ 教育画劇 2002 

いつまでもずっとずーっとともだち たかやま えいこ／作  つちだ よしはる／絵 91 タ 金の星社 2007 

おともださにナリマ小 たかどの ほうこ／作  にしむら あつこ／絵 91 タ フレーベル館 2005 

ともだちのはじまり 最上 一平／作  みやこし あきこ／絵 91モ ポプラ社 2012 

ともだちやもんな,ぼくら くすのき しげのり／作  福田 岩緒／絵 E フ えほんの杜 2011 

やさしいティラノサウルス くすのき しげのり／作  日隈 みさき／絵 91 ク あかね書房 2016 

かんけり 石川 えりこ／作 E イ アリス館 2018 

くれよんがおれたとき かさい まり／さく  北村 裕花／え Eキ くもん出版 2015 

はやくはやく 飯野 由希代／作  藤田 ひおこ／絵 91ハ 文研出版 2012 

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 

まえばちゃん かわしま えつこ／作  いとう みき／絵 91 カ 童心社 2018 

きみひろくん いとう みく／作  中田 いくみ／絵 91 イ くもん出版 2019 

二年二組のたからばこ 山本 悦子／作  佐藤 真紀子／絵 91ヤ 童心社 2018 

はるかちゃんが、手をあげた 服部 千春／作  さとう あや／絵 91ハ 童心社 2019 

あらいぐまのせんたくもの 大久保 雨咲／作  相野谷 由起／絵 91オ 童心社 2019 

しゅくだいさかあがり 福田 岩緒／作・絵 91 フ PHP研究所 2014 

 

中学年 

あいつとぼく 辻村 ノリアキ／作  羽尻 利門／絵 Eハ PHP研究所 2015 

わすれもの大王 武田 美穂／作 E タ WAVE出版 2015 

やましたくんはしゃべらない 山下 賢二／作  中田 いくみ／絵 Eナ 岩崎書店 2018 

ミカちゃんのひだりて 中川 洋典／作・絵 Eナ ひかりのくに 2018 

うそつきとどろぼうとせいぎのみかた 板橋 雅弘／ぶん  竹内 通雅／え E タ WAVE出版 2014 

ムカッやきもちやいた かさい まり／さく  小泉 るみ子／え E コ くもん出版 2018 

こっそりおてがみ 内田 麟太郎／ぶん  福田 岩緒／え 91ウ 草土文化 1991 

ネバーギブアップ! くすのき しげのり／作  山本 孝／絵 91 ク 小学館 2013 

わすれものチャンピオン 花田 鳩子／作  羽尻 利門／絵 91ハ PHP研究所 2015 

しらとりくんはてんこうせい 枡野 浩一／ぶん  目黒 雅也／え 91マ あかね書房 2018 

しっぱいにかんぱい!   宮川 ひろ／作  小泉 るみ子／絵 91 ミ 童心社 2008 



にんきもののひけつ 森 絵都／文  武田 美穂／絵 91モ 童心社 1998 

流れ星におねがい 森 絵都／作  武田 美穂／画 91モ 童心社 2002 

先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子／作  佐藤 真紀子／絵 91ヤ 童心社 2014 

とびばこバーン 升井 純子／作  おくはら ゆめ／絵 91マ 講談社 2015 

空をけっとばせ 升井 純子／作  大島 妙子／絵 91マ 講談社 2017 

岳ちゃんはロボットじゃない 三輪 裕子／作  福田 岩緒／絵 91 ミ 佼成出版社 2013 

しゅくだいさかあがり 福田 岩緒／作・絵 91 フ PHP研究所 2014 

 

高学年 

ぼくだけのこと 森 絵都／作  スギヤマ カナヨ／絵 Ｅス 偕成社 2013 

わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン／文  ディック・ステンベリ／絵 37 ク 岩崎書店 2017 

さかなのなみだ さかなクン／著 37サ リヨン社 2007 

びりっかすの神さま 岡田 淳／作・絵 91オ 偕成社 1988 

びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村一秋／作  羽尻 利門／絵 91 ノ 佼成出版社 2019 

逆転!ドッジボール 三輪 裕子／作  石山 さやか／絵 91 ミ あかね書房 2016 

コドモときどきあくま こやま 峰子／作  藤尾 まりこ／絵 91 コ 金の星社 2007 

今、空に翼広げて 山本 悦子／著  くまおり 純／絵 91ヤ 講談社 2019 

あした、また学校で 工藤 純子／著 91 ク 講談社 2019 

それぞれの名前 春間 美幸／著 91ハ 講談社 2015 

友だちをやめた二人 今井 福子／作  いつか／絵 91 イ 文研出版 2019 

ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ! ゆき／作  かわい みな／絵 91ユ 朝日学生新聞社 2017 

チキン! いとう みく／作  こがしわ かおり／絵 91 イ 文研出版 2016 

教室の祭り 草野 たき／作  北見 葉胡／絵 91 ク 岩崎書店 2006 

ツー・ステップス! 梨屋 アリエ／作  菅野 由貴子／絵 91ナ 岩崎書店 2006 

チェンジング 吉富 多美／著 91 ヨ 金の星社 2008 

いい人ランキング 吉野 万理子／著 91 ヨ あすなろ書房 2016 

 


