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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）

また おこられてん

小西 貴士(作）

（童心社のおはなしえほん）

石川 えりこ（絵）

内容・書評
ISBN・NDC

2016年9月

かあちゃんにいつもおこられているぼくは、「ぼく
のこと、きらいになってしまったのか？」と心配す
る。かあちゃんの本当の愛情に気づかせてくれ
るとうちゃんのひとことが、心にしみていく。おこ
られても、かあちゃんが大すきなぼくと、ぼくをす
きなかあちゃん。

1,300円

9784494016259 ・ 913

おにぼう

くすのき しげのり（作）

（PHPとっておきのどうわ）

伊藤 秀男(絵）

2016年10月

大好きな母鬼が鉄砲でうたれ、一人になってし
まったおにぼう。ある日、人間の子どもたちと出
会い仲良くなるのですが、すぐに大人たちに反
対され、ひどい目にあわされました。その村に大
雨の危機が！村のために命をかけるおにぼう
の姿に感動します。

1,200円

9784569785912 ・ 913

童心社

PHP研究所

カァーカァー ドタバタ

中村 陽子（作・絵）

（えほんのぼうけん）
岩崎書店
2016年8月

みてろよ!父ちゃん!!

1,300円

9784265081462 ・ 913

くすのき しげのり（作）

2016年7月

運動会を見にきてほしいアキヨシと、どうしてもし
ごとをぬけられない父ちゃん。不満を見せるア
キヨシに母ちゃんが、父ちゃんのアキヨシへの
思いを教えてくれます。反発する気持ちが徒競
走を頑張る気持ちへとかわる親子の素敵な物
語です。

1,300円

9784799901809 ・ 913

小泉 るみ子(絵）
文溪堂

しゅくだいとびばこ

おおかみのこもりやさんを、手つだうカラス。カラ
スの遊びはちょっとワイルドで子どもの心をつか
む。カラスのこもりの上手さをみとめ、たすけて
もらうおおかみと頼りにされて嬉しくなるカラス。
森のこもりやはどうぶつたちに大人気！

福田 岩緒（作・絵）

（ PHPとっておきのどうわ）
PHP研究所
2016年10月

たった一人残り、とびばこをとべなかった、転校
生のかじくんの、涙を流すほどくやしいのに、
けっして下をむかないすがたが、心に残るしゅく
だいとびばこ！無口なかじくんとの別れ。友へ
のおもいが伝わってくる。
9784569785905 ・ 913

1,100円
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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）

4年2組がやってきた

野村 一秋（作）

(くもんの児童文学)

ささき みお(絵）

くもん出版

内容・書評
ページ数・規格・NDC

脳性まひで体を動かしたり、しゃべったりできな
いマーくんと4年2組の友だちとの交流のお話。
参観日でゲームと音楽の発表をすることにな
り、練習を始める。本当の気もちを伝えられない
マーくん。当日の発表までにどのようなドラマが
あるか。

2016年11月

9784774325484 ・ 913

1,300円

天馬のゆめ

ばん ひろこ（作）
北住 ユキ（絵）

新日本出版社

日本が戦争をしていたころの話。飛行機乗りに
なるための訓練用に作られた、木造・布張りの
小さな飛行機、「天馬」。練習生だったヤマと後
に戦争に行くことになった。「家族に会いたい」、
「ふるさとに帰りたい」という２人の夢はどうなる
のか。

2016年8月

9784406060523 ・ 913

1,400円
ミミと まいごの赤ちゃんドラゴン マイケル モーパーゴ（作）

山のふもとのドルタ村では、クリスマスに「山の
ヘレン スティーヴンズ(絵） ドラゴンまつり」という珍しいお祭りをします。山
にすむドラゴンをおいはらい、次の日には感謝
おびか ゆうこ（訳）
するかわったお祭りです。その由来となった、小
さな女の子ミミと、赤ちゃんドラゴンの出会いと
徳間書店
は。
2016年10月

9784198642815 ・ 933

1,700円

私が今日も、泳ぐ理由

金治直美（著）

パラスイマー 一ノ瀬メイ

障害って何？何でもできるのに。パラスイマー
一ノ瀬メイさんが伝えたい事、泳ぐ理由は何で
しょう。80ページからのスピーチ、最後に書かれ
ているメッセージをまず開いて読んでみてくださ
い。知って、考えてみましょう。

学研プラス
2016年8月

9784052044618 ・ 785

1,350円
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小学校高学年（5・6年）向け
書名
（シリーズ名）

捨て犬たちとめざす明日
（ノンフィクション知られざる世界）

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

今西 乃子（著）

大学時代に読んだ本の主人公に憧れて渡米し
直接指導を受け、不登校やニートの自立支援施
設を立ち上げた女性。その施設で犬のトレーニ
NPO法人キドックス（取材協力）
ングを通じて何とか変わろうとしていく若者た
ち。いわゆる「名句・名言」がたくさん詰まってい
金の星社
る気がします。
浜田一男（写真）

2016年9月

9784323060927 ・ 645

1,400円

「水辺の楽校」の所くん

本田 有明（作）

PHP研究所

主人公、高沢新也くんの隣に座ったのは、みん
なからトトロと呼ばれていじられる所くん。彼が
誘ってくれた「水辺の楽校」での自然体験の
数々を通して、高沢くんの感覚が、優しく豊かに
拓けていく物語。小学生男子の描写が今風で読
み易い。

2016年6月

9784569785554 ・ 913

1,300円

幽霊少年シャン

高橋 うらら（作）

（文学のピースウォーク）

黒須 高嶺(絵）

新日本出版社

タイトルから察するにおばけ？怖そう…。でも本
当に怖いのは幽霊なんかじゃない。現代の少年
が竜巻によって戦争中の満州にタイムスリップ
してしまう。そこでの体験は、想像するだけでも
胸が痛むことばかりだった…。平和を考えるきっ
かけとなる本である。

2016年7月

9784406060417 ・ 913

1,800円

知里幸恵(ちりゆきえ)物語

金治 直美（著）

アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

（PHP心のノンフィクション）

PHP研究所

アイヌ独自の文化の華である叙事詩ユカラ。知
里幸恵は、その日本語訳をアイヌ民族として初
めて行った。幸恵は、東京の金田一京助博士の
家に寄宿し、ローマ字でユカラを表記、それを日
本語訳にする作業を始めた。そして完成直後に
夭折した。幸恵の生き方に学ぶことが多い。

2016年5月

9784569785646 ・ 289

1,400円

いとの森の家

東 直子(作）
都会から田舎へ引越した少女の目線で書かれ
ていて読みやすい。自然の美しさやハルおばあ
さんと友達のあたたかさに触れて心が豊かに
育っていく。ハルさんと死刑囚との交流を知り、
命について改めて考えられるところがよい。

ポプラ社
2016年6月

9784591150528 ・ 913

1,400円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

アポリア あしたの風

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

いとう みく（作）
宍戸 清孝（写真）

童心社
2016年5月

ページ数・規格・NDC

2035年巨大地震が発生、崩壊した自宅で母を
救い出せなかった息子一弥。津波が沿岸部を
襲い被災者の極限状況下での姿が描かれる。
3・11と重なり、思い起こさせる設定でもある。
フィクションとは言いながら、記憶を風化させな
いためにも力のある作品。モノクロの写真も効
果的。
9784494020485 ・ 913

1,500円

いい人ランキング

内容・書評

吉野 万理子（作）

あすなろ書房

人の悪口は言わない、掃除はサボらない…そ
んな「いい人」でいるのは良いことだと思ってい
た木佐貫桃。クラスで行われた「いい人ランキン
グ」が悪意の連鎖を引き起こし、桃はいじめの
対象となってゆく。桃はそこから抜け出すことが
できるのか。

2016年8月

9784751528617 ・ 913

1,400円

絵描きと天使

石倉 欣二（作）

小さなおとなたちへ贈る20編の短い話

ショートストーリーで読みやすく、内容もミステリ
アスな内容が多いため、読んでいる内に作品の
世界に引き込まれていく。また、１話１話のお話
が、多様な解釈ができるため、読み手が自由に
考えることができる部分も多い。

The Collection of Short Stories

ポプラ社
2016年6月

9784591151297 ・ 913

1,380円

大久野島からのバトン
（文学のピースウォーク）

今関 信子（作）
ひろかわ さえこ（絵）

新日本出版社

戦争ではあまり語られることのない大久野島で
作られていた毒ガスに関する話を通して、戦争
の悲惨さや、兵器を作る人側と使われる側の考
え方、大人の言うことにただ従うことへの疑問等
が書かれており、考えさせられる作品。

2016年6月

9784406060332 ・ 913

1,800円

私のスポットライト

林 真理子（作）
主人公は中学生の平田彩希。顔も成績も地味。
学園祭のクラス劇で押し付けられて主役を演じ
たことをきっかけに児童劇団に入り、映画撮影
を経験。その中でさまざまな人に出会い、自分
の進んでいく道を見つけていく未来を感じさせて
くれるお話。

（teens' best selections）

ポプラ社
2016年9月

9784591151310 ・ 913

1,300円
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★学習図書★
書名
（シリーズ名）
ペンギンかぞくとおそろしい山

著者
出版社
発行年
定価（税込み）

藤原 幸一（文・写真）

アリス館
2016年10月

ページ数・規格・NDC

オスは石を拾って巣を作り、メスも餌を食べずに
卵を抱く。ひたむきに生きるペンギン家族だが、
ゴミの山で傷ついたり天敵に狙われたりして命
を落としてしまうペンギンもいる。睦まじい姿と裏
腹に南極の環境の問題も考えさせられる本で
す。
9784752007661 ・ 488

1,400円
こころのふしぎ たんけんえほん
（たのしいちしきえほん）

内容・書評

平木 典子（監修）
自分の気持ちを上手に伝えること、相手の気持
ちを考えることは難しい。友だちや家族とのつき
あい方で悩んだり困ったりしている子供たちに、
具体的な場面でどう自分がふるまったらいいか
を紹介してくれる本です。

PHP研究所
2016年8月

9784569785752 ・ 140

1,600円
耳の聞こえないメジャーリーガー

ナンシー チャーニン（文）

ウィリアム・ホイ

ジェズ ツヤ（絵）
斉藤 洋（訳）
光村教育図書

耳の聞こえないウィリアム・ホイがメジャーリー
ガーとなり今では誰もが知る「セーフ」や「ストラ
イク」などの審判のジェスチャーを考え出し、広
まりました。障害に負けず、素晴らしい活躍をし
たウィリアム・ホイの姿に勇気をもらいます。

2016年11月

9784895728997 ・ 783

1,400円

漫画から学ぶ「生きる力」1
災害編

宮川総一郎（監修）
2011年に起きた東日本大震災に関する漫画を
中心に、阪神淡路大震災やスマトラ島の火災な
ど、地震や災害の際に、主人公たちがどのよう
に生きたのかを紹介し、「生きる力」を伝えます。
主人公たちの名言に注目！

ほるぷ出版
2016年10月

9784593587407 ・ 159

3,000円

アマミホシゾラフグ

江口 絵理（文）

海のミステリーサークルのなぞ
（ほるぷ水族館えほん）

大方 洋二（写真）
友永 たろ（絵）
ほるぷ出版

奄美大島には、謎のミステリーサークルがあ
る。これを作ったのはだれ？何のために作られ
たのか？体長10㎝の小さなアマミホシゾラフグ
が2mもの大きなサークルを作る不思議。生き物
への興味が広がる一冊です。

2016年7月

9784593583065 ・ 487

1,300円

身近な物質のひみつ

山口 晃弘（監修）
鉄、プラスチック、ガラス、木材、紙……。身のま
わりにあるモノは何でできているのでしょうか？
物質の特徴と使い道、物質の分け方と利用な
ど、理科の授業で学ぶことがらと、関連してい
て、理解を深めるのに役立つ一冊です。

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所
2016年6月

9784569785561 ・ 428

3,000円
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