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★ すいせん図書 その１ ★
小学校低学年（1・2年）向け
書名
（シリーズ名）

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

内容・書評
ISBN・NDC

トロンが，心身ともに成長していくようすが，キラ
リやメソメソと出会うことで，共になやみながら困
（宮西たつやのたのしいおはなし1）
難をのりこえるなかでわかる。父のゼスタのよう
にリーダーとして立派になり，母とも会えた。相
ポプラ社
手のために自ら精一杯立ち向かう姿が感動す
2015年5月
る。
1,000円
9784591145265 ・ 913
ルイスの介助犬チューズデー。ルイスが生活す
ルイス・カルロス・モンタルバン（文）
ぼくは、チューズデー
るために，必要な行動を手伝ったり，心の支え
介助犬チューズデーのいちにち
おびか ゆうこ(訳）
になったりする家族のような大切な役割をして
いる。人を支える介助犬の相手を支える行動
ほるぷ出版
で，安心した生活ができる様子を具体的に表わ
2015年5月
している。
1,400円
9784593505753 ・ 369
あなたをずっとあいしてる

宮西 たつや(作）

ひみつのきもちぎんこう

ふじもと みさと（文）

2015年8月

ゆうたのきもちぎんこうにはふしんせつ，いじわ
る，じぶんかってでいっぱいになったと，伝えた
ばんとうさん。ゆうたが，困惑し自分の行動を振
り返ることになり，いつの間にか，やさしい心持
ちのゆうたになっていく心温まる話。

1,100円

9784323073354 ・ 913

スプーン王子のぼうけん

竹下 文子（文）

(おはなしのくに)

こば ようこ(絵）

ある国に，かわいい王子様が生まれました。国
中の人たちはもちろんのこと，森の妖精たちも
喜んで，王子様に特別のスプーンを贈りました。
そのスプーンは王子様のお気に入り。ある日ス
プーンを持って，冒険に行きます。

田中 六大（絵）
金の星社

鈴木出版
2015年6月
1,300円

くじらさんのーたーめなら
えんやこーら

内田 麟太郎（文）

(チューリップえほんシリーズ)

鈴木出版

山村 浩二（絵）
2015年10月
1,300円

さけがよんひき

最上 一平（文）

(チューリップえほんシリーズ)

喜湯本 のづみ（絵）
鈴木出版
2015年9月
1,300円

1 ページ

9784790233084 ・ 913
くじらさんには，一度でいいからやりたいことが
あった。でも，それは一人ではできないこと。海
の仲間，ペンギン・あざらし・しろくまがくじらさん
のために力をかして，くじらさんも大満足。実
は，もう一人力をかしてくれたタコ。縁の下の力
もち。
9784790253020 ・ 913
自分の畑から野菜が，夕方になると４つずつ
なくなっていることに気づくおばあさん。カッパの
仕業！ カッパの家族に役に立っていると思い
嬉しくなるおばあさん。秋になり，カッパの家族
がサケをお礼にもってくる，心あたたまるお話で
す。
9784790252962 ・ 913

小学校中学年（3・4年）向け
書名
（シリーズ名）

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

トルネード！

ベッツィバイアーズ（著）

たつまきとともに来た犬

降矢 なな(絵）

(ジュニア文学館)

もりうち すみこ(訳）
学研教育出版

内容・書評
ページ数・規格・NDC

トルネードとは，たつまきのこと。ある日，すさ
まじいたつまきが村に近づいてきます。子どもた
ちは地下室へ避難します。そんな子どもたちに
昔あった話をします。それは，トルネードという
犬のすてきな話でした。

2015年5月

9784052036910 ・ 933

1,300円

かき氷天然氷をつくる

伊地知 英信（著）

(ちしきのぽけっと20)

細島 雅代（写真）
岩崎書店
2015年5月

9784265043705 ・ 588

1,600円

絵本 星の王子さま

天然氷のかき氷は，ふんわりと優しい口どけで
とてもおいしい。埼玉県の長瀞では，１００年以
上前の明治時代から，専用の池で天然氷がつく
られてきた。真冬の冷たさを真夏までとじこめる
ワザの秘密を，写真で描いた絵本。

サン=テグジュペリ（原作）
マーク・オズボーン(監督） 名作「星の王子さま」が，映画「リトルプリンス
星の王子さまと私」のパペットアニメーション絵
本になりました。星をめぐる旅やキツネとの友情
堀 あいえ（訳）
を通して，本当に大切なものは何か問いかけ
徳間書店
る，美しく素敵な絵本です。
2015年9月

9784198640194 ・ 953

1,400円
ちゃいろいつつみ紙のはなし

アリソン・アトリー（著）

(世界傑作童話シリーズ)

殿内 真帆(絵）
松野 正子(訳）
福音館書店

ちゃいろいつつみ紙は，クリスマスプレゼントを
つつみ，赤いリボンをかけてもらい，おばさまの
家へ。つつみ紙は幸せでした。三ヶ月後，つつ
み紙はイースターのプレゼントをつつみ，もとの
家へと戻りました。とびきりすてきな旅のおはな
し！

2015年9月

9784834081954 ・ 933

1,100円

へんしん!へなちょこヒーロー

野泉 マヤ（著）

(文研ブックランド)

下平 けーすけ(絵）

文研出版

小さい頃，僕は信じていた。いつか自分も変身
してヒーローになれる。強くなって，だれかを守
るために戦うんだ。そんなことできるわけないっ
て思ってた時，言われたんだ。「好きならできる」
僕の肩におかれた手は，超人グレイトの手だっ
た。

2015年10月

9784580822641 ・ 913

1,200円

2 ページ

小学校高学年（5・6年）向け
書名
（シリーズ名）

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

魚屋しめ一物語

柳沢 朝子（著）

(くもんの児童文学)

大庭 賢哉（絵）

くもん出版

内容・書評
ページ数・規格・NDC

家族のもとを離れ，新潟の田舎町から，長野の
魚屋へ奉公に出た１２歳の少年しめ一。大正か
ら昭和，そして戦争の時代を，魚とともに懸命に
生きた商人の話である。将来の夢や仕事につい
て，しめ一の姿を通して考えて欲しい。

2015年9月

9784774324104 ・ 913

1,400円

グッドジョブガールズ

草野 たき（著）

(teens’ best selections)

ポプラ社
2015年8月

あかりと由香と桃子は「悪友」。親友は悩みや心
配事をうちあけるが，悪友はそんなことしないド
ライな関係。小学校の思い出作りとしてチアダン
スに挑戦するが，それをきっかけに関係が崩れ
始める。果たして３人の関係はどうなってしまう
のか。
9784591146200 ・ 913

1,400円

浮き橋のそばのタンムー

彭 学軍（著）

(ポプラせかいの文学)

中山 成子(絵）
渡辺 仙州(訳）
ポプラ社
2015年7月

「夏休みまでやつを生かしておくな！」偶然，自
分の殺人計画を聞いてしまったタンムーは残り
の日数を数えカレンダーに○をつけ始める。残
された３週間をどう生きるか，突然の運命と向き
合い，勇気をもって困難を乗り越える少年の物
語。
9784591145975 ・ 923

1,400円

ありがとう実験動物たち

太田 京子（著）

(ノンフィクション・生きるチカラ)

笠井 憲雪(監修）

岩崎書店

実験動物を世話する女性の話である。わたした
ちの毎日の生活に，実験動物たちが深く関わっ
ていることがわかる。実験動物が少しでも幸せ
に過ごせるように，努力していることを知り，命
について考えることができる。

2015年6月

9784265083091 ・ 480

1,300円

茶畑のジャヤ

中川 なをみ(著）

この地球を生きる子どもたち
(鈴木出版の児童文学)
鈴木出版
2015年10月

主人公の周は，祖父の誘いでスリランカへ行く
ことに…。茶畑で出会ったジャヤとの出会いか
ら，スリランカの歴史，民族間の争い，今なお続
く差別問題を知る。自分自身の現在の境遇と重
ね合わせ，自分の生き方を改めて見つめ直し成
長していく。
9784790233107 ・ 913

1,500円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

美雨13歳のしあわせレシピ
(teens’ best selections)

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

しめの ゆき（著）
高橋 和枝(絵）
ポプラ社

中学生の思考，感情が，さまざまな出来事を通して
散りばめられていて好感が持てた。いくつかの伏線
も読みやすい。あまりによすぎるテンポが，実感に乏
しい感じも受けるが，どんどん読み進め，登場人物
の気持ちに寄り添える所がいいと思った。

2015年6月

ワンダーWonder

1,400円

9784591145470 ・ 913

Ｒ・Ｊ・パラシオ（著）

2015年7月

生まれつき顔に障害をもつ１０歳の男の子オー
ガスト。初めて学校に通い，自分を愛し守ってく
れる世界から外にでることで味わう理不尽な差
別やいじめ。しかし，彼を支える家族や友達，彼
自身の明るさと知恵でそれらを乗り越えてゆく
感動の物語。

1,500円

9784593534951 ・ 933

中井 はるの(訳）
ほるぷ出版

青い目の人形物語(1)
平和への願い アメリカ編

シャーリーパレントー（著） レキシーは父を交通事故で亡くし母と離れて祖
父母と暮らす少女。日本に贈る人形の式典出
河野 万里子(訳）
席者に選ばれれば母に会える。レキシーのとっ
た行動とは……。祖父母の厳しくも深い愛情に
岩崎書店
包まれ，短絡的な少女から思いやりある思慮深
い少女に成長する物語。
2015年6月
1,600円

9784265860197 ・ 933

風のヒルクライム

加部 鈴子（著）

ぼくらの自転車ロードレース

小林 系(絵）

2015年5月

ヒルクライムという自転車ロードレースが，参加
する者の様々な目から描かれて全体が見えてく
るところが面白かった。初めて知る者にも会場
の雰囲気が伝わり，引き込まれる。各々の生き
る背景は軽く描かれているが，その分爽快に読
める本だった。

1,300円

9784265057870 ・ 913

森越 智子（著）

2015年7月

１９４４年９月，日本軍に強制連行された炭鉱で
働かされて後に逃亡。１３年間を生き抜いた劉
連仁の記録。歴史を俯瞰して見るのではなく，こ
うした生き様を通して知ることの大切さをあらた
めて感じる。誠実な生き方に引き込まれ，読み
易い本であった。

1,600円

9784494020423 ・ 366

(物語の王国Ⅱ)

生きる 劉連仁の物語

岩崎書店

谷口 広樹（絵）
童心社

コービーの海

ベンマイケルセン（著）

(鈴木出版の海外児童文学―
この地球を生きる子どもたち)

代田 亜香子（訳）
鈴木出版
2015年6月

八歳の時，事故で右脚を失った少女コービー
は，海だけが自分の居場所だと心を閉ざしてい
た。ある日，クジラの出産に出会い，このクジラ
の親子と関わるうちに，自分を受け入れ，友人
を受け入れ，両親の仲も修復させていく。
9784790233091 ・ 933

1,600円
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★学習図書★
書名
（シリーズ名）

著者
出版社
発行年
定価（税込み）

わくわく！ かずのえほん

PHP研究所（編集）

(たのしいちしきえほん)

蔵澄 咲帆(絵）

PHP研究所

内容・書評
ページ数・規格・NDC

ものの数え方，単位，お金の種類，時計の読み
方などなど，さまざまな観点から数字について
紹介されています。カラフルでかわいらしい絵で
楽しく読みながら数について学び，数が好きに
なる一冊です。

2015年8月

9784569784892 ・ 913

1,600円

生き物のふえかた大研究

長谷川 眞理子（監修）
目次を見ると「おす・めすのペアでふえる」「自分
一人でふえる」「めすだけでふえる」等の命のふ
え方のありようが興味深く示されている。「交尾」
という言葉も出てきて性教育に関係しても使え
る本だと思う。生命の不思議に目を向けたい。

(楽しい調べ学習シリーズ)

PHP研究所
2015年7月

9784569784823 ・ 481

3,000円

にんじんのにんにん

ふるや かおる（作）

アリス館
2015年9月

9784752007241 ・ 913

1,400円
クラゲかんちょーのクラゲじまん

にんじんのにんにんが，土の中で様々な術を
使って変身していく物語になぞらえ，人参がど
のように育っていくのかを楽しく紹介していま
す。種から芽が出て，普段食べている人参にな
り，さらに種になって命をつないでいくことを楽し
く学べます。

なかの ひろみ（著）

(ほるぷ水族館えほん)

クラゲのことがくわしくわかる。写真が美しく魅力
的にページを飾っている。説明がふきだし等で
短く，わかりやすく載っている。幻想的な世界に
いざなってくれる１冊。

ほるぷ出版
2015年6月

9784593583041 ・ 483

1,300円

みんなでつくる 1本の辞書

飯田 朝子（著）

(たくさんのふしぎ傑作集)

寄藤 文平（絵）

福音館書店

えんぴつも１本，電車も１本，柔道の勝負も１本
と教えます。身のまわりにたくさんある『１本』と
数えるものを集めて『１本の辞書』ができまし
た。こんなものも『１本』と数えるかと，日本語へ
の興味がひろがる１冊です。

2015年9月

9784834081848 ・ 815

1,300円
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