
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込み）

しまうまのたんじょうび PHP研究所

(PHPとっておきのどうわ) 2012年7月

1,155円 95p・22cm・913

花田鳩子(作)

福田岩緒(絵)

ちょっとだけタイムスリップ PHP研究所

(PHPとっておきのどうわ) 2012年7月

1,155円 78p・22cm・913

内田麟太郎(作)

中谷靖彦(絵)

くもん出版

(ことばって、たのしいな!) 2012年10月

1,260円 93p・22cm・913

トビイルツ(作・絵)

夏休み、おじいちゃんの家に遊びに行ったのに
ハワイに行ったと嘘をついてしまったゆうと。ご
まかすために嘘はどんどんふくらんでいく。。後
悔する気持ちにだれもが共感でき、正直にあり
のままを語る気持ちよさを感じられるお話。

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 ★

この図書は全国学校図書館協議会の速報版等を参考にして選定したものです。
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。

（シリーズ名）

デジタル版　　すいせん図書　　第216回　平成25年2月

ある日ハサミムシから、言葉を切る魔法のハサ
ミをもらったともくん。そのはさみを使って動物園
の動物たちの名前の悩みを解決していきます。
ウシカモシカは、ウシとカモとシカに変身！　言
葉遊びをきっかけに、日本語に興味を持てる本
です。

ページ数・規格・NDC

内容・書評書名

しまうまの子どもの誕生会をめぐって動物たち
がいろいろアイディアを出し合います。得意なこ
とが違うので、途中トラブルも起きますが、｢みん
な違っていたからよかったんだ！｣と力を合わせ
ることの大切さに気づいていくお話です。

なまえをかえましょ!
まほうのはさみ
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ジャネット・ウィンター(作)

まえざわあきえ(翻訳)

福音館書店

(福音館の科学シリーズ) 2012年10月

1,470円 44p・23cm・289

ぼくのママはうんてんし 福音館書店

(福音館の科学シリーズ) 2012年9月

1,365円 36p・28cm・913

アフリカの野生動物しかいない場所に入って、
チンパンジーの観察を続けているジェーン・グ
ドールのお話です。しんぼう強い観察が新発見
の数々につながりました。子どものころからの夢
をかなえたいという強い気持ちと勇気にあふれ
ています。

のぞむのママは電車の運転士。パパは看護
士。のぞむはママの誕生日に電車に向かって
旗をふりお祝いしようと思いつきます。誕生日を
めぐる物語から、互いに支え合う日々の暮らし
や、それぞれの仕事の様子を丁寧に描いてい
ます。

いつもみていた ゆめをかなえ
た女の子ジェーン・グドール

おおともやすお(作・絵)

2 ページ



小学校中学年（3・4年）向け

著者
出版社
発行年

定価（税込み）

大久保美行(作)

大野八生(絵)

じったんのオムライス くもん出版

2012年9月

1,365円 117p・20cm・913

田沢五月(作)

吉田尚令(絵)

ゆびわがくれたプレゼント ポプラ社

(新・童話の海) 2012年6月

1,050円 152p・21cm・913

光丘真理(作)

佼成出版社

2012年10月

(感動ノンフィクションシリーズ) 1,575円 128p・22cm・913

アーサー・ビナード(作)

岡倉禎志(写真）

さがしています 童心社

2012年7月

1,365円 32p・27cm・369

川端裕人(作)

杉田比呂美(絵)

偕成社

2012年6月

1,260円 166p・22cm・913

指を骨折したママの誕生日までに何とかオムラ
イス作りをマスターしたい隼人はじったんに教え
てもらうことにした。なかなかうまくできない中
で、ママの子どもの頃のこと、今はいない祖母
のこと、そして兄の自分への思いを知ることにな
る。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

生まれつき左手の指が２本しかない夏衣さん。
両親は、｢ありのまま受け止めて、障害をかくさ
ずにありのまま育てよう。｣と心に決め、接しま
す。ピアノと出会い、ピアニストになりたいという
夢をもつ夏衣さん。ピアノとどんな生き方をして
いくのでしょうか。

１９４５年８月６日朝に広島に投下された｢ピカド
ン｣は多くの人の命をうばい、多くの遺品が残さ
れた。その「ものたち」は声なきカタリベとなっ
て、核の悲惨さや戦争のむごさを訴え続けてい
る。ものたちの写真から多くのことを考えてほし
い。

夏休みに父と三人で旅行に行く予定だったが、
写真家の父はオウサマアホウドリを追って先に
旅に出てしまう。まだ小さな兄と妹は、父が忘れ
たデジカメを持って、ニュージーランドの大自然
の中、父を追いかけ南へ。たった二人の旅がは
じまる。

弟の病気で母の故郷へ一人で行くことになった
香奈が、おじいさん・おばあさん・海の神様の
子？（女の子）や自然と接することで、香奈が今
まで気づかなかった周囲の人の思いを一つ一
つ見つけていきます。どんな思いに気づいてい
くのでしょうか。

内容・書評

幸せを奏でる私の音楽
小林夏衣・七本の指の

ハーモニー

12月の夏休み
ケンタとミノリの冒険日記

書名
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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（税込み）

本田有明(著)

PHP研究所

願いがかなうふしぎな日記 2012年8月

1,365円 151p・20cm・913

渡辺有理子(著)

小渕もも(絵)

希望への扉リロダ アリス館

2012年11月

1,365円 151p・20cm・913

今井恭子(著)

小松良佳(絵)

ぼくのプールサイド 学研教育出版

（ティーンズ文学館） 2012年7月

1,260円 167p・20cm・913

深光富士男(著)

佼成出版社

2012年9月

（このプロジェクトを追え!） 1,575円 143p・22cm・687

ジーグリット・ツェーフェルト(著)

はたさわゆうこ(翻訳)

ぼくとヨシュと水色の空 徳間書店

2012年11月

1,575円 281p・19cm・943

生まれつき心臓が弱く、生き物が好きで小柄な
ヤンと、お母さんと二人暮らしで、太った男の子
のヨシュは、幼なじみで親友同士。いじめっ子に
も負けないが、ある事件からヨシュが行方不明
に……。互いに友達や家族を思いやる温かい
作品。

書名 内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

５年生の健は水が苦手でプールの時間も見学
ばかり。なぜそんなに水がこわいのか、忘れか
けていた記憶が少しずつよみがえってきて…
…。家族を思いやるあまり、がまんして押さえて
いた気持ちを、みんながぶつけ合って、家族の
きずなが深まっていった。

日本最大の国際空港「成田国際空港」を支える
人々がどんな仕事をしているのか？　航空機が
日本上空に飛んできたところから、着陸し、二時
間後に海外に向けて飛び立つまでを、空港ス
タッフの動きにインタビューを交えて追ってい

亡くなったおばあちゃんからもらった魔法の日記
帳。公平が日記に書いた願い事が不思議とか
なっていく。泳げるようになりたいと願い、努力し
て｢オボレンジャー｣というあだ名も返上。「望み
をかなえるのは、ぼくなんだ。」と日々成長して

村を襲われ故郷を追われた少女マナポがたど
りついたタイの難民キャンプ。そこに日本のＮＧ
Ｏがリロダ（図書館）を作ることになった。マナポ
はリロダの図書館員になり希望を持って仕事に
取り組む。やがてリロダは難民になくてはならな
いものになっていった。

成田国際空港フライト準備
OK!
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中学生向け

著者
出版社
発行年

定価（税込み）

ジョン・フラナガン(著)

入江真佐子(翻訳)

弟子　（アラルエン戦記1） 岩崎書店

2012年6月

1,418円 397p・19cm・933

今西乃子(著)

浜田一男(写真)

岩崎書店

（ノンフィクション・生きるチカラ） 2012年10月

1,365円 177p・22cm・645

ジェニファー・ブラッドベリ(著)

小梨　直(翻訳)

シフト 福音館書店

2012年9月

1,785円 383p・18cm・933

エロイーズ・マッグロウ(著)

丹地陽子(絵)

斎藤倫子(翻訳)

サースキの笛がきこえる 偕成社

2012年6月 397p・20cm・933

1,785円

キャサリンパターソン(著)

岡本浜江(翻訳)

偕成社

2012年9月

1,680円 338p・20cm・933

朽木　祥(著)

八月の光 偕成社

2012年7月

1,050円 145p・20cm・913

１９１２年、アメリカの町ローレンスで貧しい労働
者たちが立ち上がる。少年ジェイクとイタリア移
民の娘ローザもストライキにまきこまれてゆく。
歴史的な出来事を背景に人々の戦いと家族の
思いやり、助け合う人々の姿を描いた物語。

高校卒業から大学入学までの夏休みを使って
自転車でのアメリカ横断旅行に挑戦したクリスと
ウィン。いろいろな出会いや経験を通して、自分
を見つめ、変わっていく２人。さわやかな読後感
の青春小説。

ヒロシマ、ナガサキの原爆のことは、私たちは忘
れてはならない。本書は、登場人物の心情や情
景が丁寧に細かく描かれており、読者を一気に
作品の世界に引き込んでいく。読後も、自分は
いかに生きるべきかという問いが残り、生き方を

考えさせる。

ページ数・規格・NDC

東日本大震災と動物虐待、どちらも深刻で、読
んでいる途中何度も目頭が熱くなる。二つの内
容が絡み合い、時には話の残酷さで本を閉じた
くもなったが、それはできない。話の内容はすべ
て真実だからだ。命の重みを感じ、自分の使命
を考えさせられる。

海に囲まれたアラルエン王国。孤児として育っ
た少年ウィルはなぞに包まれ、人々から恐れら
れるホールトという男に弟子入りすることにな
る。少年たちの友情とレンジャーとして成長する
ウィルの様子を描いた物語。

書名 内容・書評

人間のことが嫌いで、相手の気持ちなどに関心
がなかった妖精サースキが、両親に対して「お
かえしがしたい気持ち」が芽生えたところが、思
春期の子ども達の自我の目覚めと重なるように
思う。人との違いを認め、前向きに生きようとす

る力になる。

パンとバラ
ローザとジェイクの物語

捨て犬・未来命のメッセージ
東日本大震災・犬たちが避

難した学校

（シリーズ名）
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著者
出版社
発行年

定価（税込み）

『古事記』がよくわかる事典 PHP研究所

あらすじと解説で読む建国物語 2012年11月

2,940円 63p・29cm・210

考える力を育てるお話366 PHP研究所

2012年9月

2,415円 448p・25cm・908

仏像がわかる絵事典 PHP研究所

成り立ちから鑑賞のコツまで 2012年11月

2,940円 63p・29cm・718

ものまね名人ツノゼミ 福音館書店

（たくさんのふしぎ傑作集） 2012年6月

1,365円 39p・26cm・486

高岡昌江(作)

さげさかのりこ(絵)

セミとわたしはおないどし 福音館書店

（ランドセルブックス） 2012年6月

1,260円 30p・24cm・486

所　功(監修)

PHP研究所(編集)

瓜生　中(監修)

森島啓司(作・写真)

「古事記」は日本の一番はじめの時代のことを
記した書物であり、日本で一番古い書物でもあ
ります。神話とよばれる神々の物語から始まり、
日本が一つの国としてまとまってきた様子、その
国（大和朝廷）の発展への物語・解説が続いて
いきます。

道ばたの植物にとまっている小さな虫ツノゼミに
魅せられ、葉をひっくり返したり、茎に目を近づ
けたりしながら写真を撮り続けた作者。体長数ミ
リしかないツノゼミだが、立派なツノを持ち、身を
守るため物まね名人であることが分かる。

みーこが公園でみつけたセミのぬけがらをきっ
かけに、みーことお父さんのセミの研究が始まり
ます。ぬけがらさがしに出かけたり、セミの羽化
を見に出かけたり。この夏みつけたぬけがら
は、みーこの大切なたからものになります。

豊富な写真と図で仏像の成り立ちから鑑賞のコ
ツまでが分かりやすくまとめられている。仏像を
楽しむためのポイントや、拝観のマナー等が紹
介されているのもうれしい。

伝説や小説、ノンフィクションの読み物などが一
日一ページの形で編集されており、この本を手
にするとチョコレートやクッキーのアソートを貰っ
たようにうれしくなる。一日一話を丁寧に読んで
一年間楽しめるし、自分が好きな分野を発見で
きそう。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC・教科

★学習図書★

書名 内容・書評
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