長野県図書館協会 小中学校図書館部会

デジタル版

すいせん図書

第230回 令和2年2月

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。

★ 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）

へんてこテーマソング

著者
出版社
発行年
定価（税込）

内容・書評
ISBN・NDC

最上 一平（作）
有田 奈央（絵）
新日本出版社

ずっと学校をお休みしているしずくちゃんと、元
気で面白いいがらしくんとのちょっとした交流の
様子が描かれているお話。不登校の友だちで
も、普通に接することのできるいがらしくんの明
るさと優しさが、素敵だなと思いました。

2019年11月

9784406064279 ・ 913

1,430円

となりはリュウくん

松井 ラフ（作）

（PHPとっておきのどうわ）

佐藤 真紀子（絵）
PHP研究所

レミの隣の席には、転入したばかりのリュウくん
がいます。レミにとって嫌なことばかりするリュウ
くんですが、サツマイモ掘りをきっかけにレミの
気持ちに変化が起きます。友だちを色んな角度
から見てみる大切さを教えてくれる物語。

2019年7月

9784569788753 ・ 913

1,320円
もりのともだち、ひみつのともだち

原 京子（作）

（本はともだち♪）

高橋 和枝（絵）
ポプラ社

まゆは友達のきつねのコンタに夏休みに会いに
行きました。2人は、お手紙を書いたり、森をた
んけんしたりしていました。ある日、森をたんけ
んしていると大じけんが…。まゆとコンタの友
じょうのものがたりです。

2019年5月

9784591162828 ・913

1,210円

ふでばこから空

北川 チハル（作）

（わくわくえどうわ）

よしざわ けいこ（絵）
文研出版
2019年5月

9784580823549 ・ 913

1,320円

しゅくだいかけっこ

ゆいは、しろうくんの筆箱のふたが開いた瞬間、
筆箱の上に小さな空ができて、白い雲が浮いて
いるのが見えた。いつもえんぴつを友達からか
りているしろうくんの筆箱にはひみつが。どんな
ひみつがあるのか。ひみつが気になるゆいは
…。

福田 岩緒（作・絵）

（PHPとっておきのどうわ）

PHP研究所
2019年8月

クラスで一番足が遅く、運動会までに速く走れる
ようになりたい男の子が、あるおじいさんに出
会ってかけっこの特訓を始めると…。運動が苦
手な子でも頑張って練習することの大切さを描
いた「しゅくだい」シリーズ。かけっこが苦手な子
におすすめ。
9784569788821 ・ 913

1,320円

1 ページ

小学校中学年（3・4年）向け
書名
（シリーズ名）

あみちゃんの魔法のことば

著者
出版社
発行年
定価（税込）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

ふじもと みさと（著）

夢をかなえる15の物語
（文研ブックランド）

「どうしてこんな子を生んじゃったの」あみちゃん
のお母さんは泣きました。27年後、手足のない
あみちゃんは結婚しました。常に努力を続け、
懸命に生きるあみちゃんだからこそ伝えられる
元気になる言葉と心あたたまる15の物語。

文研出版
2019年4月

9784580823914 ・ 369

1,540円

つながる

長倉 洋海（文・写真）
家族や友だち、文化や同じ民族、自然や土地な
ど、人はなにかにつながる根をもっているという
ことを、写真と文で語られています。大切にした
いことを考えられる本です。写真も文もとてもす
ばらしく、心に響く一冊です。

アリス館
2019年5月

9784752008927 ・ 748

1,540円

手と手をぎゅっとにぎったら

横田 明子（作）

（こころのつばさシリーズ）

くすはら 順子（絵）

佼成出版社

特別支援学校の友だちと交流をすることになっ
た主人公が、戸惑いながら、徐々に障害やそれ
ぞれの子の持つ個性に対して理解を深めていく
お話です。実際に行ってみないと分からない特
別支援学校のことがよく知れる本です。

2019年6月

9784333028061 ・ 913

1,430円

読む喜びをすべての人に

金治 直美（著）

日本点字図書館を創った本間一夫

（感動ノンフィクションシリーズ）

佼成出版社

点字図書館を創立した本間一夫さんの熱意、諦
めず夢を追い続け成し遂げるまでが記されてい
る。また、本間さんの活動を通して世の中の盲
人に対する考え方や、盲人への理解ある人々
の活動、点字についての理解を深めることがで
きる。

2019年8月

9784333028122 ・ 289

1,650円

うそつきタケちゃん

白矢 三恵（作）

（文研ブックランド）

たかおか ゆみこ（絵）

文研出版

くり返しの転校で友だちをつくることを諦めてし
まった主人公が、お調子者のタケちゃんとかか
わるうちに、はじめから諦めてかかわりを絶つ
のではなく向き合う勇気を知っていく物語。

2019年7月

9784580823761 ・ 913

1,430円
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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（税込）

内容・書評
ページ数・規格・NDC

2019年5月

シリーズ本なので第一巻をできれば推薦した
い。小学五年生の清海忠志は、落語が大好き
で、学校のヒーロー。敬老の日イベントで小学生
漫才師梶原兄弟と漫才と落語のどちらが面白
いか対決することになってしまう。落語のネタに
ついて悩む時、江戸時代にタイムスリップした
り、対決後自分の生まれた頃にタイムスリップし
たり、落語の楽しさだけでなく話の展開も面白
い。

1,540円

9784834084603 ・ 913

落語少年サダキチ(さん)

田中 啓文（作）

（福音館創作童話シリーズ）

朝倉 世界一（絵）

福音館書店

トクベツな日

白矢 三恵（作）

（わたしたちの本棚）

スカイ エマ（絵）
PHP研究所
2019年6月

認知症の祖母に戸惑う二葉、義母に『いい子』と
言われたい真央、グチばかりの母親にうんざり
する達也、目標もなく勉強漬けの勝。人に言え
ない悩みを持つ４人。お年寄りを学校に招く行
事の日、事件が起こり、それが新しい自分に出
会う『トクベツな日』になる。
9784569788722 ・ 913

1,540円

ぼくの帰る場所

S.E. デュラント（作）

（鈴木出版の児童文学
この地球を生きる子どもたち）

杉田 七重（訳）

鈴木出版

走る喜びを教えてくれ、家族を支えてくれたおじ
いちゃんが突然亡くなり生活が一変する。両親
には学習障害があり、お金のことや書類のこと
が処理できないので三人で暮らすためにおじい
ちゃんの死やお金がないことを誰にも言えず自
分でなんとかしようとする。

2019年10月

9784790233619 ・ 933

1,760円

今、空に翼広げて

山本 悦子（作）
くまおり純（絵）
講談社
2019年10月

9784065168783 ・ 913

1,650円

望みがかなう 魔法の日記

主人公は、小学５年生の原田真紀。同じ通学班
の１年生つばさを中心に、通学班のメンバー６
人それぞれの視点から物語が描かれ、話が進
んでいく。問題児は、問題を抱えている子とよく
言われるが、その通りだと感じた。読むと視野が
広がる。

本田 有明（作）

（わたしたちの本棚）

PHP研究所
2019年6月

主人公の小学生竜也は、自分より劣等生である
友人の光平が次々と目標を達成する姿を見て、
光平のまねをし、日記に望みを書くようになる。
望みを書けば何でも叶うと思っていた竜也。ま
わりの人々の影響で、考えが変わっていく姿に
成長を感じた。
9784569788708 ・ 913

1,540円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

ネッシーはいることにする

著者
出版社
発行年
定価（税込）

長薗安浩（作）

ゴブリン書房
2019年7月

ページ数・規格・NDC

「誰にも似ていない人生を送るために」、まさに
中学生が自分の周囲の一つひとつの事象につ
いて疑問をもち、考えを深め未来について真剣
に自分と向き合えるきっかけになる１冊。この本
との遭遇が、変化に繋がるチャンスかもしれな
い。
9784902257380 ・ 913

1,650円

きみの存在を意識する
（teens’best selection）

内容・書評

梨屋 アリエ（作）
津田（絵）
ポプラ社
2019年8月

中学２年生の男女の視点で語られる学校生活
の話。語り手たちはディスレクシアやXジェン
ダー、書字の障害、過食、化学物質過敏症など
を抱えているが、自分のありように葛藤し受容し
ていく様子は中学生であれば代弁者のように感
じられると思う。
9784591163566 ・ 913

1,650円

11番目の取引

アリッサ・ホリングスワース（作）

（鈴木出版の児童文学
この地球を生きる子どもたち）

もりうちすみこ（訳）

鈴木出版

アフガニスタンの難民であるサミは祖父と共に
アメリカに逃げ新たな生活を始めようとしてい
た。その矢先、大切な祖国の楽器であるルバー
ブを盗まれてしまう。楽器を取り戻すため、サミ
の物々交換が波紋を呼ぶ。11番目に取引され
るのは一体…!?

2019年6月

9784790233565 ・ 933

1,760円

徴用工の真実

早乙女 勝元（著）

―強制連行から逃れて13年

新日本出版社
2019年5月

9784406063555 ・ 319

1,980円

自由への道

終戦から65年がたとうとしている現在、徴用工
や従軍慰安婦といった言葉を聞いても理解する
ことが難しい。人権についてより深く考えるため
に、是非今中学生に読んでほしい事実がここに
ある。まさに「日本の加害に向き合う」ための一
冊。

池田まき子（著）
黒人奴隷が自由の地へ逃亡する手助けをする
姿から「黒人たちのモーセ」と呼ばれ、南北戦争
では連邦軍の一員として隊を率い、戦後はマ
ザー・タブマンと呼ばれ敬愛された女性の生涯。
重すぎず軽すぎず淡々と語られながら、奴隷制
度の非人道さや自分の願いを実現するにはま
ず自分の意志と行動が必要であることがひしひ
しと伝わてくる。

奴隷解放に命をかけた黒人女性

ハリエット・タブマンの物語
（ヒューマン・ノンフィクション）

学研プラス
2019年5月

9784052049125 ・ 289

1,650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）

ほうさんちゅう

かんちく たかこ（文）

ちいさなふしぎな生きもののかたち

松岡 篤（監修）
アリス館
2019年7月

やさいと花をそだててかんさつ

ページ数・規格・NDC

放散虫は全長数ミリ程の小さな海を漂う原生生
物。ロケットや眼鏡や蜂の巣のような、驚くべき
多様な形が、美しい写真で紹介されています。
自然がつくる不思議な形。生命の神秘、進化の
不思議への好奇心や芸術的な感性がくすぐら
れます。
9784752008958 ・ 483

1,540円

ミニトマト

内容・書評

東京学芸大学附属
小金井小学校生活科部

小学校で行うミニトマトの栽培を手助けする本に
なります。具体的な手助けをイラストと写真でわ
齊藤 和貴・富山正人（監修） かりやすく伝えており、小学生でも手軽に手にと
ることができるはずです。先生方にもおすすめ
新日本出版社
です。
2019年11月

9784406064125 ・ 626

3,080円

とつき とおか

ミランダ・ポール（著）

赤ちゃんが生まれるまで

ジェイソン・チン（絵）
川井 清考（訳）
堤 治（監修）
汐文社

お腹の中の赤ちゃんが大きくなっていく様子が、
優しいイラストで描かれています。お腹の中と外
の様子を同時に見比べられる特長があります。
生命誕生の神秘、命を継ぐことの大切さを感じ
られる本です。

2019年8月

9784811326092 ・ 495

1,760円

まんまるダイズみそづくり

ミノオカ・リョウスケ（作）

（かがくのとも絵本）

福音館書店

身近な調味料のお味噌は何からどのように作る
のかよくわかります。春まいた大豆を世話して秋
に収穫、冬にやっと味噌作り。樽に詰めて待つ
こと約１年でおいしいお味噌になるのです。作り
方を知ることで、食事が楽しくなる絵本です。

2019年7月

9784834084702 ・ 619

990円

みつけた! りくのいきもの

谷本 雄治（文）

（ちいさないきものずかん）

石森 愛彦（絵）
童心社
2019年6月

トカゲやヘビ、ツバメやスズメなど、家の周りに
住む身近な生きものを紹介する図鑑絵本です。
見開きで一種類ずつ、その生態を、簡単な見出
しとマンガや特徴を捉えたイラストで描かれてい
ます。見るにも調べるにも十分な情報が載って
いる本です。
9784494007905 ・ 480

1,540円
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