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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）

くれよんが おれたとき

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

かさい まり(作）
北村 裕花（絵）
くもん出版
2015年12月

内容・書評
ISBN・NDC

友だちのゆうちゃん、クレヨンを折ってしまったこ
とに気分が悪くなったさくらちゃん。友だちの良
かったことを、すなおに喜べる自分になろうとす
るさくらちゃんの心の葛藤の様子が子どもらしく
絶妙に描かれています。

1,400円

9784774324043 ・ 913

キナコ

いとう みく（作）

（PHPとっておきのどうわ）

青山 友美(絵）

2015年12月

ゆまは、ねこのキナコが大好き。ある日、ママが
「キナコをおばあちゃんの家にあずける」と言っ
た。もうすぐママのおなかにいる赤ちゃんが生ま
れるからだ。家族が増えることに対する戸惑い
や葛藤を通じて、少しずつ成長していく女の子
の物語。

1,100円

9784569785073 ・ 913

ぼくのおばあちゃんは

ねじめ 正一（作）

キックボクサー

山村 浩二（絵）

2016年4月

ぼくのおばあちゃんは、キックボクシングの世界
おばあちゃん級のチャンピオン。トレーナーのお
じいさんに支えられながら日々励んでいる。ある
日、おじいさんが病気で入院に。さあ二人はどう
なる？支え合う二人の姿が温かくユーモラス
だ。

1,300円

9784774324920 ・ 913

みんがらばー！

村中 李衣（文）

はしれはまかぜ

しろ ぺこり(絵）

2016年1月

あたし、「はまかぜ」。ターボエンジン機関車。走
るとね、あたしのおなかがもえるのよ。ところが、
「エンジン音がうるさい」って、ぺしゃんこにつぶ
されて、もとの鉄にもどっちゃうだって？どうなる
「はまかぜ」。誰か「はまかぜ」を救って。感動の
実話。

1,500円

9784406059572 ・ 913

森山 京（作）

2015年9月

クマの子のことが気になり心配するサル。優しく
してくれたクマの子に素直にありがとうと言えな
かったサル。クマの泣く後ろ姿に心配するサル。
久しぶりに学校にきたクマの子に抱きつき本当
の友だちとして「なかよくなれた」ことを実感でき
た。

1,300円

9784799901274 ・ 913

PHP研究所

くもん出版

新日本出版社

なかよくなれたね

ささめや ゆき（絵）
文溪堂
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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）

あたし、アンバー・ブラウン！

ポーラ ダンジガー（作）

(文研ブックランド)

むかい ながまさ(絵）
若林 千鶴(訳）
文研出版

内容・書評
ページ数・規格・NDC

あたしアンバー・ブラウンとジャスティンは親友。
そのジャスティンがいなくなってしまう。別れなく
てはならない。別れをどううけとめたらいいか、
親友とはどういう存在か、それをどう確かめたら
いいか、悩み、新しい関係を築いていく。

2015年2月

9784580822443 ・ 933

1,200円

ぼくらのウソテレビ

ねじめ 正一（作）

( くもんの児童文学)

武田 美穂（絵）

くもん出版

テレビがみんなの憧れだった時代。すもうが強
く、勉強もよくできる転校生の鎌田君の誕生日
に招待されたぼく。お金持ちの鎌田君が「ああ、
ほしいなテレビ」と言った。ぼくは「うち、テレビあ
るよ」とウソを言ってしまった。

2016年3月

9784774324784 ・ 913

1,200円

脱走ペンギンを追いかけて

山本 省三（作）

（いのちいきいきシリーズ）

はまの ゆか(絵）

佼成出版社

ある日、広太がテレビを見ていると、近所の水
族館からペンギンが脱走したニュースが流れて
きました。引っ越してきたばかりで、東京の暮ら
しに馴染めていなかった広太は、ペンギンに自
分を重ね合わせ、ペンギンを探し始めます。

2015年11月

9784333027309 ・ 913

1,300円

がんばれ！盲目の犬レディ

山本 博（著）

オリンピックメダリスト・山本博
のわんわん物語

山本ファミリーにやって来たレディ。生活していく
中で、レディは、目が見えないことを知ります。
レディのために何をしてあげられるか、山本さん
が考えたこと、レディから学んだこと、そして山
本さんのレディへの愛情が書かれた本です。

岩崎書店
2015年11月

9784265840052 ・ 645

1,200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

変身ヒーローにあこがれる真太郎。超人グレイ
トのスーツアクターだった岡岩さんと出会い、幼
稚園のクリスマス会のヒーローショーでヒーロー
役になることになった。ヒーローになるための練
習が始まる。真太郎は、ヒーローになれるだろう
か。

2015年10月

9784580822641 ・ 913

1,200円
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小学校高学年（5・6年）向け
書名
（シリーズ名）

ハルと歩いた

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

西田 俊也（作）
転校して1年で小学校を卒業した主人公が、突
然預けられた犬とともに散歩をしながら自分自
身の視野を広げていく物語。コミュニケーション
や会話が不足している現代の子どもたちに読ん
でほしい。

徳間書店
2015年12月

星野道夫(ほしのみちお)

1,500円

9784198640699 ・ 913

国松 俊英（著）

2016年2月

中学教科書にも紹介されている星野道夫。彼は
大学生の時一冊の本と出会った。「アラスカの
写真集」だ。なぜ彼は、これほどまでに心を奪わ
れたのか？道夫の人生をたどりながら答えを見
つけてほしい。命の輝きが強く伝わってくる写真
からも、彼のアラスカに抱くメッセージを受け取
ることができるのではないだろうか。

1,400円

9784569785363 ・ 740

（PHP心のノンフィクション）

PHP研究所

ななこ姉ちゃん

宮崎 貞夫（作）

（ティーンズ文学館）

岡本 順(絵）

学研プラス
2016年3月

翔太とその友だちのトンビが、６歳年上のななこ
姉ちゃんの抱える悲しみを見つめ、支え合って
生きる物語。徐々に見えてくる姉ちゃんの内面
が、現実味を帯びて伝わってくるところが印象深
く、物語の世界に入っていきやすい作品と思え
た。
9784052044076 ・ 913

1,300円

根の国物語

久保田 香里（作）

（文研じゅべにーる）

小林 葉子(絵）

文研出版

出雲の王子ナムジが王になるまでの冒険物
語。読み始めてすぐ、古事記の大国主神の話だ
とわかる。冒険物語としても楽しく読め、古事記
などの古典に興味を持つきっかけにもなりそう
な一冊。

2015年12月

9784580822795 ・ 913

1,300円
深く、深く掘りすすめ！〈ちきゅう〉

山本 省三(著）

世界にほこる地球深部探査船の
秘密

友永 たろ（絵）

くもん出版
2016年3月

“ちきゅう”の活躍ぶりを紹介するなかに、マント
ルを掘削するという事業が、いかに大がかりで
高度な技術を要するものかが、少しずつ明らか
になってくるところが面白い。イラストが文章の
助けとなって理解もしやすく、読み進められる本
である。
9784774324760 ・ 558

1,400円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

夜間中学へようこそ

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

山本 悦子（作）
「わたしも４月から学校だから」ある日突然、祖
母が宣言した。おばあちゃんが私と同じ中学一
年生に！？孫の優菜はひょんなことから祖母を
夜間中学に送ることとなる。そこで優菜が出
会った様々な人達。今注目の夜間中学を舞台
にした感動の物語。

（物語の王国）

岩崎書店
2016年5月

9784265057887 ・ 913

1,500円

少年たちの戦場

那須 正幹（作）

（文学のピースウォーク）

はた こうしろう(絵）

新日本出版社

事実を基に、いろいろな時代の「少年兵」の心情
が書かれている。本作品自体はフィクションだ
が、きっとその時代ごとにここに描かれている少
年は実在しただろう。故に非常に重く胸に迫って
くる。

2016年5月

9784406060219 ・ 913

1,800円

すべては平和のために

濱野 京子（作）

（文学のピースウォーク）

白井 裕子(絵）

新日本出版社

近未来の世界。主人公の高校生和菜が紛争調
停にかり出される。「やさしいことが一番強い」
でも、やさしいだけでは戦争はなくならない。知
識を持ち、現実を知ること。世界に目を向ける
きっかけになる話。

2016年5月

9784406060295 ・ 913

1,800円

魔法の鍵の贈り物

マリアン マローン（作）
橋本 恵（訳）

ほるぷ出版

シカゴ美術館の12分の1のミニチュアルームに
入ることができる魔法の鍵。ジャックとルーシー
がソーン夫人と会い、さいごのクライマックスで
鏡の箱と呪文の謎を解くことで、ジグゾーパズル
のピースがはまる。絡み合うストーリーもおもし
ろい。

2016年4月

9784593534777 ・ 933

1,600円
めざせスペシャルオリンピック
ス・世界大会！

沢田 俊子（著）
自閉症児の類君という少年の大人になって仕事
をもつまでの苦労や悲しみ、喜びなどが書かれ
ている。SОについては記述が少なく、題名には
疑問も残るが、多様な生き方を、また障害を抱
えて自分の生活を考えていく困難さをぜひ知っ
てほしい。

がんばれ、自閉症の類くん
（文研じゅべにーる・ノンフィクション）

文研出版
2016年4月

9784580822962 ・ 378

1,300円
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★学習図書★
書名
（シリーズ名）

奇想天外発明百科
ややっ、ひらめいた！

著者
出版社
発行年
定価（税込み）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

マウゴジャタ ミチェルスカ（著）

ダニエル ミジェリンスキ(絵） 大昔から現代までの世界中のおもしろい発明を
イラスト入りで説明しています。例えば、古代神
殿の自動ドア、あわ通信機、氷のレコード等々。
阿部 優子（訳）
発想の豊かさ、物理化学等の力の使い方など
徳間書店
に驚くべき発見があり感動を覚えます。
2016年2月

9784198640392 ・ 507

2,000円

ウミガメものがたり

鈴木 まもる（著）

童心社
2016年5月

砂浜にうめられたたくさんの卵。砂の中からはい
出して海に向かう子がめたちは2万kmもの旅を
する中で自然の豊かさや厳しさを知り、そして卵
を産むために自分の故郷に帰ってきます。子が
めの成長の様子と海の世界が丁寧に描かれて
います。
9784494005208 ・ 487

1,500円

アシックス

こどもくらぶ（編集）

（見学！日本の大企業）

ほるぷ出版
2016年1月

身近なスポーツ用品メーカーアシックスの歴史
と製品開発の様子を知ることのできる本です。さ
らに、創業者鬼塚喜八郎さんの生き方、企業理
念にふれることで会社経営のあるべき姿、人と
しての生き方などについても考えさせられる本
です。
9784593587254 ・ 608

2,800円

ライオンのこども

ガブリエラ シュテープラー（文写真）

サバンナを生きる

たかはし ふみこ（訳）

徳間書店

メスライオンの群れからはなれて、出産・子育て
を一頭で行う強い姿。群れに戻った子どもたち
がどのように育っていくかなど、厳しい自然の中
でたくましく生きる野生のライオンの姿を迫力あ
る写真と文章で紹介しています。

2016年4月

9784198640989 ・ 489

1,800円

いろなしくん

こもり まこと（作）
ペンキ屋さんの車なのに灰色の「いろなしくん」
色の研究をしているおじさんにカラフルな色にか
えてもらうことに。「いろなしくん」はどんな色に
なったでしょう。自分のよさに気づいたり、色づく
りの勉強にもなるすてきなお話です。

（PHPにこにこえほん）

PHP研究所
2016年1月

9784569785424 ・ 913

1,300円
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