
岐阜の子どもにすすめたい本 【高学年用】 

 読書の大好きなみなさん、こんにちは。高学年におすすめする本を集めてみました。 

 今度はどんな本を読もうかな、読みたいけど何を選んだらいいのか分からない、そんな

とき、ここに紹介する本を一度手にしてみてください。きっと、気に入る本が見つかると

思います。さあ、読書の世界へようこそ。 

 
作者名 書名 コメント 出版社 

作者のその他

の作品 

日本文学    
１ あさのあつこ Tｈe manzai 

１～３ 
同じクラスで同姓の秋本に

「つき合ってほしい。」と頼

まれた主人公の歩。二人は文

化祭で漫才「ロミオとジュリ

エット」を演じることに・・

岩崎書店 
ジャイブ 

№６ 

ほたる館物語 
 

２ あさのあつこ バッテリー 
Ⅰ～Ⅵ 

主人公は中学生原田巧。我が

強くて自信家の巧。野球に関

してはいつも本気。野球少年

たちが繰り広げる物語。巧と

豪のバッテリーの行方は・・

教育画劇 №６ 

ほたる館物語 
 

３ 安部 夏丸 うそつき大ちゃん みんなにうそつきと呼ばれ、

いつも一人で遊んでいる大

ちゃん。川で遊んでいる大ち

ゃんについついひかれてい

る僕・・・ 

ポプラ社 ライギョのきゅう
しょく  

４ 上橋 菜穂子 「守り人」シリーズ 
◆夢の守り人 
◆精霊の守り人 
◆神の守り人など 

『夢の守り人』ロタ王国で多

くの人が夢から目覚めない

ことから、女用心棒バルサの

友だちタンダが夢の世界に

入り、体をその世界の花にの

っとられてしまう。 

偕成社 狐笛のかなた 

５ 大谷 淳子 ありがとう大五郎 淡路島で奇形猿を撮影して

いた写真家が子猿を連れて

帰り一家とともに２年４か

月の生涯を過ごす。 

新潮社 大五郎は天使のは

ねをつけた 

６ 岡田 淳 二分間の冒険 クスノキの根元にいた黒ネ

コに話しかけられて、悟の冒

険が始まった。 

偕成社 ふしぎの時間割 

ミュージカルスパ

イス 

７ 乙武 洋匡 五体不満足 障がいをもっていても、僕は

毎日が楽しいと語りかけて

くれる。誰よりも元気に明る

講談社青

い鳥文庫 
 



く生活している、乙武さんの

半生記。 
８ 後藤 竜二 １２歳たちの伝説 

Ⅰ～Ⅴ 
今時の小学校で毎日起こっ

ているような話をいろいろ

な子どもが日記風に描いて

いる。学級崩壊寸前のクラス

に変化が・・・ 

新日本出

版社 
キャプテンシリー

ズ 

１ねん１くみシリ

ーズ 

９ 斎藤 惇夫 グリックの冒険 グリックは家で飼われてい

るシマリス。ある日窓の外に

いた伝書鳩から、シマリスの

住む北の森の話を聞いた。そ

の森へ行きたくなり、家を抜

け出したグリック。危険な目

にあいながらもどんどん森

をめざす。 

岩波書店 冒険者たち 

10 佐藤 州男 新ちゃんがないた 四たいせいマヒという病気

で両足が不自由な新ちゃん。

新ちゃんは作文で文部大臣

賞を受けることになり、大粒

の涙を流す。何が新ちゃんを

泣かせたのでしょう。 

文研出版 わすれるもんか 

 

11 重松 清 きみの友だち 友だちって何だろう？連作

短編集で、いろいろな主人公

が登場。今まで出会った友だ

ちは、私にとって大切な人！

そう思わせてくれる一冊。 

新潮社 みんなのなやみ 

半パン・デイズ 

12 重松 清 エイジ エイジは、東京郊外のニュー

タウンに住む中学 2年生。ニ
ュータウンで起こっている

連続通り魔事件の犯人が同

級生だった・・。 

・朝日新聞

社 

・新潮文庫 

みんなのなやみ 

半パン・デイズ 

13 富安 陽子 シノダ！シリーズ 
◆鏡の中の秘密の池 
◆樹のことばと石の

封印 
◆チビ竜と魔法の実 

『樹のことばと石の封印』 
人間のパパとキツネのママ

が恋に落ち結婚。三人の子ど

もが生まれる。キツネの血を

引く信田家の子どもたちの

運命はいかに・・ 

偕成社 やまんばあさんシ

リーズ 

レンゲ畑のまん中

で 

キツネのまいもん

屋 

14 富安 陽子 クヌギ林のザワザワ

荘   
矢鳴先生は科学者です。日照

りが続き、水源が枯れてしま

うと、先生は雨を降らせよう

あかね書

房 
やまんばあさんシ

リーズ 

レンゲ畑のまん中



と火をたたく。しかし、雷が

落ちて大変なことに・・・先

生とザワザワ荘の住人が巻

き起こす不思議な事件がい

っぱい。 

で 

キツネのまいもん

屋 

15 戸部 けい子 光とともに １～10 
（コミック） 

テレビドラマ化されたおな

じみの「光とともに」。次か

ら次へと起こる出来事の中

で、自閉症児の光は明るく成

長する。光の得意なことっ

て？苦手なことって何？ 

秋田書店  

16 梨木 香歩 西の魔女が死んだ 自分で選ぶ・・という生き方。

魔女の祖母の生き方から、ス

テキな生き方を見つけ出す

主人公まい。 

小学館 
新潮社 

裏庭 
りかさん 

17 松原 秀行 『パスワード』シリー

ズ 
◆『〃』はひ・み・つ

◆『〃』のおくりもの

◆『〃』にきをつけて

・・など 

主人公の小学生小海マコト

はパソコン通信探偵団の仲

間入り。探偵団 5人組はチー
ムワーク良好。抜群の推理力

で、いろいろな謎をとき明か

していくよ。 

講談社 
(青い鳥
文庫) 

オレンジ･シティ

に風ななつ 

18 森 絵都 宇宙のみなしご 中学 2 年生の陽子は弟リン
とおもしろい遊びを考え続

けている。ある日、深夜に人

の家の庭にこっそり入るこ

とを思いついた。 

講談社 にんきものシリー

ズ 

つきのふね 

リズム 

19 森 絵都 カラフル 「おめでとうございます。抽

選に当たりました！」一度死

んだはずの僕が、手違いで、

ある少年の体を借りてもう

一度生きることに。突然他人

に生まれ変わったら・・・ 

理論社 にんきものシリー

ズ 

つきのふね 

リズム 

20 森 絵都 DIVE(ダイブ) 
Ⅰ～Ⅳ 

高飛び込みの選手を目指す

少年の心の揺れ動きに共感

しながら、緊迫して読み進め

られる一冊。自分らしさに向

かって飛び込め！ 

講談社 にんきものシリー

ズ 

つきのふね 

リズム 

21 湯本 香樹実 夏の庭 12歳の夏、「死」について知
りたいと思った。一人暮らし

のおじいさんを見張り始め

徳間書店 
新潮文庫 

ポプラの秋 



た小学校 6 年生の男の子三
人と老人とのひと夏の出来

事。 

外国文学 
① エミリー・ロッ

ダ 
デルトラ・クエスト 
◆１～８ 
◆2-1～2-3 
◆3-1～3-4 

デルトラ王国。この王家に伝

わる七つの宝石が国を守っ

ているが、その大切な宝石を

奪われた。デルトラ王国を救

うために、少年が旅に出るこ

とに・・。 

岩崎書店 ｢ローワン｣シリー
ズ 

｢フェアリー・レル

ム｣シリーズ 

② オグ、マンディ
ーノ 

１２番目の天使 
（ジュニア版） 
 

生きる望みを失った一人の

男と野球が大好きな少年と

の心があたたまる話。「絶対、

絶対あきらめない！」がモッ

トーの少年ティモシーに出

会えるよ。 

求龍堂  

③ カニグズバー
グ 

クローディアの秘密 昔風のよくある家出なんて

できない・・・弟と家出した

主人公クローディアが美術

館で見つけた秘密とは？ 

岩波書店 ティーパーティー
の謎 

魔女ジェニィファ

と私 

④ ケネス グレ
ーアム 

たのしい川べ 
ヒキガエルの冒険 

生まれて初めてモグラがみ

た川。モグラたちと四季の自

然の美しさ、生きる喜びが味

わえる。 

岩波書店 たのしい川べ 

ものぐさドラゴン

⑤ ダレン・シャン ダレン・シャン 
１～12 

主人公ダレン・シャンは奇怪

なサーカスのチケットを手

に入れる。そのサーカスを見

に行った時から奇妙な出来

事が。少年を待ち受ける不思

議な運命とは・・ 

小学館  

⑥ フィリパ ピ
アス 

トムは真夜中の庭で 友だちもなく退屈していた

トムは、真夜中に、古時計が

１３も時の打つのを聞き、好

奇心から庭に出てみると、そ

こはヴィクトリア時代の庭

園・・。そして不思議な少女

がそこにいた。 

岩波書店 
 

ライオンが学校へ

やってきた 

⑦ フィリパ ピ
アス 

幽霊を見た１０の話 先に読み進めるのも途中で

やめるのも恐ろしい話、涙が

止まらなくなる話・・不思議

岩波書店 
 

ライオンが学校へ

やってきた 



な力にまつわる 10の話。 
⑧ プロイスラー 小さい魔女 １２７歳の新米魔女が、よい

魔女になろうとあの手この

手で修行に励みますが失敗

ばかり。小さい魔女は１２７

歳。でも、魔女の世界ではま

だひよっこ。 

学研 大どろぼうホッツ

ェンプロッツ 

⑨ ラリーバー ナゲキバト 9歳の時両親を亡くし、祖父
と暮らすことになった。ナゲ

キバトをうってしまったあ

の夏の日のことが、今でも鮮

明に思い出される・・。 

あすなろ

書房 
 

⑩ ルイス・サッカ
ー 

穴 無実の罪で、砂漠の真ん中の

少年院に入れられてしまっ

たスタンリー。来る日も来る

日も不毛の地に“穴”を掘る。

脱出を図り大逆転をめざす

スタンリーはいかに。 

講談社 顔をなくした少年

道 

⑪ レーナ・マリア レーナ・マリア フッ
トノート足で書かれ

た物語 

レーナは生まれつき両手の

ない障がい者、そして女性シ

ンガー。人間には不可能はな

いと、レーナは教えてくれ

る。 

金の星社  

⑫ ロアルド ダ
ール 

魔法のゆび 『魔法のゆび』は私の秘密。

カッとなると右手の人差し

指から光線がピカッと飛び

出す。もう二度とこの指は使

わないと決めたのに・・。 

評論社 チョコレート工場

の秘密 

ねぶそくの牧師さ

ん 

 


