
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税抜き）

さいこうのスパイス 亀岡亜希子（作・絵）

(とっておきのどうわ)

PHP研究所

2013年8月

1,100円 79p・22cm・913

きみがおしえてくれた。 今西乃子（作）

加納果林（絵）

新日本出版社

2013年7月

1,500円 31p・25cm・913

空とぶペーター フィリップ・ヴェヒター（作）

天沼春樹（訳）

徳間書店

2013年7月

1,700円 32p･25cm・943

サーカスさっちゃん 藤本四郎（作）

（わくわくえどうわ）

文研出版

2013年4月

1,200円 70p･22cm・913

クモばんばとぎんのくつした 仁科幸子（作）

偕成社

2013年7月

1,000円 21p･71cm・913

ひな子は捨て犬の力丸を毎日散歩しています。
公園のベンチにいるおばあさんが涙を流し語っ
てくれたのは，富士という秋田犬との思い出。戦
時中，お国のために殺されると知りながら富士
と別れなければならなかった，本当のお話で
す。

転校生のさっちゃんは，サーカス団の女の子。ト
イレそうじを手ぎわよくやったり，てきぱきといろ
んなことをこなしたりして，すごいんだ。そんな
さっちゃんのがんばる時のおまじないは，コグン
フントウ。公演が終わり，さっちゃんは転校してし
まいますが・・・。

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218回　平成26年2月

ペーターは，空をとべる男の子。あるとき，家族
で旅行することになり，お父さんとお母さんは飛
行機で，ペーターは空をとんでいくことにした。
ペーターは，渡り鳥と一緒にとんでいたが，一羽
が悪いやつにつかまってしまう。それを助け出
す大冒険。

ページ数・規格・NDC

内容・書評書名

いつも一人ぼっちのなめくじのぼうやが，ある時
きらわれ者のクモのおばあさんと出会い，クモ
の糸で編んだ編み物のお店で力を合わせま
す。なめくじだってクモだって様々な虫たちに喜
んでもらい幸せをよべるという心あたたまるお話
です。

森で大人気のカフェ，腕自慢のオオカミはどん
な料理を食べても「まずい。」と言うリスのぼっ
ちゃんの為に，おいしい料理を作ってほしいと頼
まれます。なかなかおいしいと言ってくれない
ぼっちゃんを笑顔にする，さいこうのスパイスと
は。
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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（税込み）

ハセイルカのハルカが泳いだ日 麻生かづこ（作）

(いのちいきいきシリーズ) ミヤハラヨウコ（絵）

佼成出版社

2013年6月

1,300円 95p･22cm・913

笑顔の架け橋―佐野有美 藤本美郷（文）

手足のない体に生まれて
(感動ノンフィクションシリーズ)

佼成出版社

2013年9月

1,500円 128p･22cm・916

パオ～ンおじさんとの夏 かまだしゅんそう（作）

柴田文香（絵）

新日本出版社

2013年9月

1,400円 109p･21cm・913

ただいま!マラング村 ハンナ・ショット（作）

タンザニアの男の子のお話 齊藤木綿子（絵）

佐々木田鶴子（訳）

徳間書店

2013年9月

1,400円 148p･22cm・943

かさこそ森の気どりやキツネ 石塚由加里（作）

北見葉胡（絵）

ポプラ社

2012年11月

950円 62p･21cm・913

おばあちゃんと別れたくない太一。「はなれるこ
とは，さびしいことですけど，いいこともあります
よ。あたらしい木がそだち森がひろがるんです
から。」と気どりやキツネ。声と声，心と心をつな
ぐかさこその木。今度は太一がかさこその木を
育てる。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

漁網にかかり，瀕死の状態で水族館に運ばれ
たハセイルカ。すっかり弱り，生きる気力も感じ
られないハルカを水族館の飼育員たちは懸命
に介護します。新米飼育員の隆子が，ハルカに
よりそい，ハルカと共に成長していく姿に心を動
かされます。

先天性四肢欠損症という障害をかかえて生まれ
てきた佐野有美さん。持ち前の明るさで小さい
頃から自分のできることを増やしてきました。自
分の役割はみんなを笑顔にすることと話す有美
さんの生き方にふれ，読み終わった後，元気が
もらえます。

ツソはアフリカのタンザニアにすむ小さな男の
子。おばさんの家でつらい思いをして暮らしてい
た。ある晩，兄と一緒に家を逃げ出すツソ。途中
で兄とはぐれたツソは路上での生活を始める。
成長してふるさとを訪ねるツソ。実話に基づいた
お話。

動物が大好きな平和（ひらかず）君は動物園の
「戦争中の動物展」でパオーンおじさんと出会い
ます。おじさんは，パーキンソン病という病と闘
いながら戦争のおそらしさを語り伝えています。
おじさんの声が出なくなったとき，平和君はどう
する？

書名 内容・書評
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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）

宮坂英弌物語 山本政己（文）

発見、発掘、とがり石の縄文先生 うめだふじお（絵）

(ヒューマンノンフィクション)

学研マーケティング

2013年8月

1,400円 115p･22cm・289

だれにも言えない約束 ジーンブッカー（作）

(文研じゅべにーる) 中山成子（絵）

岡本さゆり（訳）

文研出版

2013年3月

1,400円 183p･22cm・933

てのひら咲いた 別司芳子（作）

(文研じゅべにーる)

文研出版

2013年11月

1,300円 159p･22cm・913

べんり屋、寺岡の夏。 中山聖子（作）

(文研じゅべにーる)

文研出版

2013年6月

1,300円 167p･22cm・913

アサギをよぶ声 森川成美（作）

スカイエマ（絵）

偕成社

2013年6月

1,400円 220p･20cm・913

夜はライオン 長薗安浩（作）

偕成社

2013年7月

1,400円 228p･20cm・913

書名 内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

茅野市，八ヶ岳のふもとで，縄文時代の土器や
遺跡の発掘に力を注いだ宮坂英弌。家族の協
力の下，考古学史に残る発掘を成し遂げた。縄
文の住居復元など縄文人の生活ぶりを現代に
知らせてくれた業績は大きい。尖石考古館は県
民の誇りであることがわかる。

小学５年生の美舟の家は，便利屋だ。思春期の
入り口に立ち幼い頃とは違った，家族やまわり
のひとたちの姿や思いが見えてきた夏のできご
とや体験を，尾道を舞台に描いている。子どもら
しい素直な心の動きが，生き生きと描写されて
いて，希望が持てる。

母と二人，苦しい生活を送るアサギは１２才。掟
を破って「戦士になる」という夢に向かい歩き出
す。自分の境遇を，ただ受け入れるのではなく，
泣いて立ち止まるのでもなく，自分の生き方を
自分で選んでいく少女の物語。少女の成長が魅
力的。

教師をしている菜月の母が，菜月と同じ学校に
来た。母が担任する児童のランドセルが傷つけ
られる事件が起き，その組の隼人が疑われる
が，本当は…。「てのひらを開ければ，誰とでも
握手ができる」…心を開いてつながりあうことの
素晴らしさを感じる一冊。

成績優秀で野球チームではキャプテン，次の児
童会長にも決まっている「ぼく」　そんなぼくの秘
密はおねしょだった。修学旅行を控え，涙ぐまし
い努力が始まる。逃げ場のないぼくと，転入生
の今泉との間に生まれる友情。自分を解放でき
る予感で終わる。

ヒトラー率いるドイツと戦争中のイギリスの少女
エレン。数学は苦手だけど，うさぎをかわいがっ
て世話する１２歳の中学生。空襲で石炭置き場
にドイツ兵カールと２人とじこめられる。けがの
手当をし数学を教えてくれたカールを逃がすエ
レンの話。
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中学生向け

著者
出版社
発行年

定価（税込み）

チームつばさ 吉野万理子（作）

(新装版チームシリーズ) 宮尾和孝（絵）

学研教育出版

2013年10月

900円 228p･19cm・913

都会のアリス 石井睦美（作）

(物語の王国II5) 植田　真（絵）

岩崎書店

2013年9月

1,400円 157p･20cm・913

毎日新聞社記事づくりの現場 深光富士男（文）

(このプロジェクトを追え!)

佼成出版社

2013年8月

1,500円 143p･22cm・070

いじめのきもち 村山士郎（編集）

小泉るみ子（絵）

童心社

2013年6月

1,200円 62p･20cm・371

おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン（作）

(このプロジェクトを追え!) 三辺律子（訳）

偕成社

2013年9月

1,600円 309p･20cm・933

千の種のわたしへ さとうまきこ（作）

不思議な訪問者 平澤朋子（絵）

偕成社

2013年9月

1,600円 253p･20cm・913

毎日新聞社の記事づくりを追う。多くの部署にた
くさんの新聞記者が働く新聞社。迫り来る津波
を命がけで空撮した記者の話は胸にグッと来る
ものがあり，プロ意識の高さを感じる。その他普
段なかなか知ることのできない新聞社の様子が
伺える。

この本には，子ども達がいじめについて綴った
作品が載っている。興味深いのは，いじめの被
害者だけではなく，加害者になり得るイライラし
た思いを持て余す状況も綴られていることだ。い
じめの解決には両者の思いを聞くことの大切さ
が分かる。

親でさえ自分の気持ちを分かってくれない－。
そんな中学生が，主人公と自分とを重ね合わせ
て一気に読み進められる作品。どんな時でも希
望を失わず，信じる気持ちを大切にすることで
未来を変えることができるのだと，真っ直ぐに訴
えかけてくる。

不登校の千種が公園のクスノキの精霊から与
えられた不思議な体験の物語。不思議なものた
ちとの交流を通して，少しずつ心に変化が表れ
てくる千種。千種を案じる母の心も語られなが
ら，次第に自分の心の変化を自覚していく千
種。

卓球を通して切磋琢磨してきた仲間がそれぞれ
の道を悩みながらも進んでいく。進む方向は
違っても，卓球と仲間を思う気持ちに変わりはな
い。時にはぶつかり合っても，本音で語り合うこ
との大切さが伝わってくる。中学生にとって等身
大の物語。

商社勤めで出張の多い母。父は家で芝居の稽
古をしながら家事をこなす。そんな大人たちの
生き方に，時には反発しながらも家族として両
親を思いやる１３歳の多感な少女，佐知子。名
作「不思議の国のアリス」に重ねて少女の心を
あざやかに描く。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

書名 内容・書評
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著者
出版社
発行年

定価（税込み）

どんなところ?小さな国大研究 関　真興（監修）

歴史・文化から自然環境まで

PHP研究所

2013年9月

2,800円 63p･29cm・290

ものの値段大研究 佐和隆光（監修）

決まるしくみから社会を知ろう！
(楽しい調べ学習シリーズ)

PHP研究所

2013年11月

3,000円 63p･29cm・337

富士山の大図鑑 富士学会（監修）

世界にほこる日本の名山
自然環境から歴史・文化まで

PHP研究所

2013年7月

2,800円 63p･29cm・291

世界クワガタムシ探険記 山口　進（著）

ダーウィン・ビートルを求めて
(ちしきのぽけっと16)

岩崎書店

2013年7月

1,600円 46p･29cm・486

深海の超巨大イカ NHKスペシャル

NHKスペシャル 深海プロジェクト取材班（編）

新日本出版社

2013年9月

1,500円 32p･29cm・484

世界に誇る，日本の名山であり，世界遺産と
なった富士山。富士山周辺の自然環境や，歴史
をはじめ，富士山をテーマにした絵画・文学・四
季の景観・登山ルートなども紹介。この本を読め
ば，富士山の全てがわかるという一冊。

ものやサービスの値段の決まり方がどうなって
いるかを考えてみたことがあるでしょうか。お金
の役割，値段のしくみなど日常のふしぎを例に
してわかりやすく解説してくれる本です。お金を
知ることが社会のしくみを知ることにもつながり
ます。

世界最大のイカ，ダイオウイカを撮影した話題
のＮＨＫ番組が写真絵本になりました。十年の
歳月をかけ，地道に調査・準備を進めてきた科
学者たちの努力のようすが描かれています。

オリンピックの時ふと耳にする小国の名。どこに
あるんだろう，どんな国なんだろうと空想がふく
らみます。あまり知られていない小国の歴史・文
化・自然環境等，さまざまな面を写真や図表等
を使って易しくまとめてあり，興味深く読める本
です。

「世界中を探検したい」「世界中のクワガタムシ
を見てみたい」そんな子どもの時の夢を叶えた
著者の，世界クワガタムシ探検記。この本を開
けば，だれでも世界中のクワガタムシを探す旅
に出られるに違いない。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名 内容・書評
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