
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

つっきーとカーコのけんか おくはら ゆめ（作）

（おはなしみーつけた!シリーズ）

佼成出版社

2018年11月

1,296円 9784333027927　・　913

おにいちゃんとぼく ローレンス・ シメル（文）

フアン・カミーロ マヨルガ（絵）

宇野 和美（訳）

光村教育図書

2019年2月

1,296円 9784895722377　・　963

まえばちゃん かわしま えつこ（作）

（だいすき絵童話） いとう みき（絵）

童心社

2018年11月

1,080円 9784494020614　・913

二年二組のたからばこ 山本 悦子（作）

（だいすき絵童話） 佐藤 真紀子（絵）

童心社

2018年11月

1,080円 9784494020621　・　913

だいじょうぶ じゃない 松田 もとこ（作）

（ポプラ社の絵本） 狩野 富貴子（絵）

ポプラ社

2018年12月

1,512円 9784591158227　・　913

くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわゆみこ（作）

アリス館

2019年5月

1,512円 9784752008798　・　913

（シリーズ名）

くぬぎの森のりすのがっこうには、5ひきのクラス
メイトが授業を受けています。様々な授業で、5
ひきの個性が文にも絵にも描き分けられてい
て、何度読んでも楽しめます。シリーズ化してほ
しいと思う程、可愛らしい素敵な作品でした。

ななこちゃんがまえばをぐらぐらゆらしていると、
「どうして、そんなにゆらすの？　あたしのこと、
きらいなの？」と口の中から声がしました。なな
こが赤ちゃんのときからずっと見守っていてくれ
たまえばちゃんの声でした。まえばちゃんは、ど
うなるのでしょう。

2年2組にある「たからばこ」は、たからくんの落と
し物を入れる箱のことでした。どうしても物を落と
して忘れてしまうたからくんに、どう接すればい
いのか…特性のある友だちとの付き合い方を学
べるお話でした。

書名

目の見えないけれど、いろんなことができるお
兄ちゃんのことを「すごいおにいちゃん」と自慢
げに語るぼく。いい友達と同列に語ることで、あ
くまで障害は個性の一つだと気づかされます。
いろんな年代に読んでほしい優しい作品です。

大の仲良しの猫のつっきーとカラスのカーコは、
ある日お父さんの話をきっかけに大げんかをし
てしまいます。気が付けばいつもそばにいてくれ
る、そんな友だちの大切さをしみじみと感じさせ
てくれる、とても温かい童話です。

長野県図書館協会　小中学校図書館部会

★ すいせん図書　その１ ★

長野県図書館協会小中学校図書館部会で、県内の小中学校の先生方が何百冊もの本の中から厳選したすいせん図書です。

このすいせん図書は長野県優良図書研究所であっせんしますので、ご利用ください。

デジタル版　　すいせん図書　　第229回　令和元年7月

小学校1年生のぼくのおばあちゃんは、山の中
でひとりでくらしている。はたけでやさいをそだて
て、じぶんでたべるものを、じぶんでつくってい
る。とてもやさしくてかっこいい。ぼくのおばあ
ちゃんを思いやる気持ちでいっぱいのお話で
す。

ISBN・NDC

内容・書評
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小学校中学年（3・4年）向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

ハニーのためにできること 楠 章子（作）

松成 真理子（絵）

童心社

2018年12月

1,188円 9784494020560　・　913

ルイ・ブライユ 岡田 好惠（文）

（やさしく読める ビジュアル伝記）
坂本 コウ（絵）

金子 昭（監修）

学研プラス

2019年2月

1,026円 9784052049354　・　289

うみべの文庫 堀米 薫（著）

絵本がつなぐ物語

（文研じゅべにーる・ノンフィクション）

文研出版

2018年12月

1,512円 9784580823693　・　016

ホテルやまのなか 小松原 宏子（作）

小学校の時間割 亀岡 亜希子（絵）

（みちくさパレット）

PHP研究所

2018年12月

1,404円 9784569788296　・　913

転校生は忍者?! もとした いづみ（作）

（こころのつばさシリーズ）
田中六大（絵）

佼成出版社

2018年11月

1,404円 9784333027934　・　913

田舎で忍者の修行しかしてこなかった主人公
が、東京に転校し、修行もつづけながら、今まで
ふれたことのない「人の気持ち」に気づいていき
ます。忍者としても、人としても成長していく話で
す。

書名

点字を発明したルイ・ブライユの生い立ちや、点
字発明のきっかけ等が、小学校中学年にも読
みやすい文で書かれている。その都度、注釈も
書かれていて、言葉の意味をきちんと理解しな
がら読んでいくことができる。

「家庭文庫」開設を夢見て集めた約八百冊の絵
本が、東日本大震災で流されてしまう。しかし、
その後、多くの人の助けや支えをえて「うみべの
文庫」は開設される。絵本を通してつながる人と
人との心の輪、人々のあたたかさを感じられる
一冊。

内容・書評

ホテル「やまのなか小学校」はもと小学校。百年
を刻み続ける古い時計と「時間割」があります。
そこに時計職人のカチコチさんと、レース編み作
家のアミさんがやってきます。「世界一」を目指
す二人が、大切なことに気づきます。不思議な
物語。

（シリーズ名）

老犬ハニーとの生活を通して、小学生なりに生
きものの生と死に向き合わせてくれる。生きもの
を飼う、命をあずかるということの重みや命の尊
さについて改めて考えさせられる物語。

ページ数・規格・NDC
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小学校高学年（5・6年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

つくられた心 佐藤 まどか（作）

（teens’best selection） 浦田 健二（絵）

ポプラ社

2019年2月

1,512円 9784591162057　・　913

チギータ! 蒔田 浩平（作）

（ノベルズ・エクスプレス） 佐藤 真紀子（絵）

ポプラ社

2019年3月

1,404円 9784591162262　・　913

スケッチブック ちば るりこ（作）

供養絵をめぐる物語 シライシ ユウコ（絵）

（ティーンズ文学館）

学研プラス

2018年11月

1,512円 9784052049262　・　913

ねずみのモナと ケイリー・ジョージ（作）

最高のおくりもの 高橋 和枝（絵）

（ハートウッドホテル） 久保 陽子（訳）

童心社

2019年1月

1,404円 9784494017423　・　933

少女は森からやってきた 小手鞠 るい（作）

（わたしたちの本棚）

PHP研究所

2019年1月

1,512円 9784569788357　・　913

夕焼け色のわすれもの たかの けんいち（作）

（文学の扉） 千海 博美（絵）

講談社

2019年2月

1,512円 9784065145050　・　913

母子家庭で暮らす翔太は、祖父の古書店で『夕
映えのやくそく』という本を見つける。友達の忘
れ物を届けに団地のアパートに行く時、昭和四
十年代にタイムスリップしてしまう。そこで会った
少年は、本に出てくる少年と同一人物だった。
祖父と本との関係も明らかになっていく。

ページ数・規格・NDC

お墓参りに来る方たちから、亡くなった方への深
い思いを聞いて、「供養絵」を描くという行為が
あり、それは、死んだ人を慰めるだけでなく、家
族もいやされ、更にそれを描く本人も得るものが
ある。供養の仕方の一つとして心にとめておき
たい。

（シリーズ名）

ひとりぼっちだったねずみのモナが働くハート
ウッドホテル。ホテルに侵入者があり、つきとめ
ると、身寄りのない動物たちに出会います。動
物たちをつれ帰り、食べ物などではない大切な
おくり物に気づく話です。お互いへのやさしさあ
ふれる作品です。

内容・書評書名

小中一貫校、学力をつけるだけでなく、子ども達
を見守る最新型のアンドロイドを各学級に1体ま
ぎれこませ、イジメをなくすという理想教育モデ
ル校が開校した。子ども達はクラスメートの誰が
アンドロイドなのか、友達を疑いの目で見ていた
が、次第に友達を信じることの大切さに気がつ
いていく。誰がアンドロイドでもいいと思うように
なる。

主人公美幸は、クラスの友達からいじめにあ
い、いつも一人でいたが、転校生エリカと出会
い、仲良くなっていく。プロローグとエピローグが
大人の美幸が描かれている。本文の中にも美
幸が作った物語も入っていて構成がおもしろ
い。

クラスで決め事をする際、私もよく「多数決」を
使ってしまう。しかし、多数決は本当に、公平な
決め方なのだろうか。少数の意見も、集めれば
相当な票数になるのではないか。主人公、千木
田たちの行動から、「本当の公平さ」について考
えさせられた。
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中学生向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

ぼくがゆびをぱちんとならして、 斉藤 倫（作）

きみがおとなになるまえの詩集 高野 文子（絵）

（福音館創作童話シリーズ）

福音館書店

2019年4月

1,296円 9784834084573　・　911

天使のにもつ いとう みく（作）

丹下 京子（絵）

童心社

2019年2月

1,404円 9784494020553　・　913

一ツ蝶物語 横山 充男（作）

（teens’ best selections） 辻 恵（絵）

ポプラ社

2018年11月

1,620円 9784591160381　・　913

バレエシューズ ノエル・ストレトフィールド（作）

（世界傑作童話シリーズ） 金子 恵（絵）

朽木 祥（訳）

福音館書店

2019年2月

2,592円 9784834084382　・　933

給食アンサンブル 如月 かずさ（作）

（飛ぶ教室の本） 五十嵐 大介（絵）

光村図書出版

2018年9月

1,026円 9784813800781　・　913

普段当たり前のように食べている給食。普通の
ことと受け止めて毎日が流れている中で、一つ
の普通のこととなっている給食。当たり前のメ
ニューの裏側にある中学生の気持ちに共感しな
がら読める六つのストーリー。

おっさんの「ぼく」が、「きみ」（「ぼく」の亡き親友
の子）に各話2篇ずつ詩を紹介していく。「きみ」
の日常や疑問に重なる詩にふれて、2人の会話
は広がっていって、本編もまるで散文詩のよう
だ。わかるようなわからないような“詩”を楽しめ
る本だと思う。

内容・書評

1930年代のロンドン。身寄りのない3人の赤ちゃ
んがある学者に引き取られる。成長した三姉妹
は家計を助けるべく舞台芸術学校に入学し、自
立への道を歩みはじめる。三姉妹の成長、彼女
達を取り巻く大人達との関わりが温かく描かれ
た物語。

不良でもまじめでもなくゆるくいたい今時の中学
生・風汰が「楽しそうだから」と選んだ保育園で
の職場体験を軸に、人間の身勝手さや責任、や
さしさ、思いやりと向き合って自分なりの考えに
決着をつけていく。“子ども”の心の深さやタフ
さ、繊細さが見えるよう。

ページ数・規格・NDC

書名

（シリーズ名）

弓道部の主人公悠真は、不思議な蝶の幻を見
る。蝶の導きによって、様々な時代にタイムス
リップし、その世界に生きる少年少女の悲しみを
感じたり、喜びに胸を踊らせたりする。この蝶は
一体何なのか。幻想的な白昼夢の物語。
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

最新! リサイクルの大研究 田崎 智宏（監修）
プラスチック容器から自動車、建物まで

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2019年1月

3,456円 9784569788449　・　518

タケの大研究 内村悦三（著）

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2019年4月

3,456円 9784569788609　・　657

もっと!　へんな生き物ずかん 早川いくを（著）

（見る知る考えるずかん） 柴田 佳秀（監修）

ほるぷ出版

2018年12月

3,888円 9784593100460　・　460

あずき 荒井 真紀（作）

（かがくのとも絵本）

福音館書店

2018年11月

972円 9784834084276　・　616

月のみちかけ 藤井 旭 （監修）

（月のひみつシリーズ）

ほるぷ出版

2019年2月

1,944円 9784593588152　・　446

気象災害 そのときどうする? 国崎 信江（監修）

（防災・防犯シミュレーション）

ほるぷ出版

2019年2月

3,240円 9784593587902　・　369

内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名

昔から日本人の暮らしや文化と深い関わりを
持った植物であるタケ。普通の木とは違う不思
議な生態について、また日用品や食べ方、竹細
工だけでなく物語や建築など様々な視点から丁
寧に書かれている。調べるヒントがたくさん詰
まった1冊。

日々進歩しているリサイクルの技術。ごみの削
減、資源の有効活用のために私達ができること
は何か。本書はごみ処理やリサイクルについて
の基本的な知識や最新の技術をわかりやすく
解説している。ごみ問題についての調べ学習に
最適の一冊。

実際に気象災害に遭遇した時、どのような行動
で身を守るかシミュレーションしながら自分で考
え学ぶことができる。クイズ形式で豆知識も豊
富。いつどこで起きるかわからない自然災害、
家族で話すきっかけにもなる。他シリーズもわ
かりやすい。

イラストと写真がうまく融合しており、月の学習
をする導入として、またまとめとしても使えると思
われる。本を片手に実際に月の観測をしてみた
くなる。

日本人は昔からおめでたいときにお赤飯を食べ
ました。あずきが芽を出して成長し収穫するまで
を美しい絵で描いています。鯛焼きやあんぱ
ん、おはぎなどあんこを使ったお菓子はたくさ
ん。あずきの赤に込められた日本人の思いに迫
ります。

子ども達の大好きな、不思議な生態の生き物た
ち。大型の本なので写真も迫力があり、みんな
で一緒に読むことができそうだ。写真に合わせ
たイラストでさらに細かく説明されているのも見
やすくわかりやすくてよい。
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