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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）

あひるの手紙

朽木 祥（著）

(おはなしみーつけた! シリーズ)

ささめや ゆき（絵）

ISBN・NDC

2014年3月

ほんまち小学校の１年生の子どもたちにある日
突然届いた手紙には，『あひる』の一言。差し出
し人は，ひらがなをやっと覚えたばかりの２４歳
の青年。障害を持った青年を素直に受け入れる
子どもたちの純粋な気持ちに，心あたたまりま
す。

1,200円

9784333026449・913

佼成出版社

ギンジとユキの1340日

内容・書評

渡辺 有一（作）

(えほんのもり)

文研出版

「いくぜ。北の海にしゅっぱつだ！」ギンジとユキ
の長い長い旅が始まりました。多くの仲間との
別れやふるさとへの思いが２人を成長させてい
きます。生命をつなぐことに死力を尽くす２人の
ひたむきな姿に心動かされる物語です。

2014年3月

9784580822283・913

1,400円

ながいでしょ りっぱでしょ

サトシン（著）
山村 浩二（絵）
PHP研究所

ニワトリくんが，ゾウさん，ヘビさん，キリンさん，
ダチョウさん，ウサギさんのじまん話を聞いてい
ます。「ながさだったら，ぼくだってまけないぞ。」
とニワトリくん。ニワトリくんのじまんできるなが
いものってなんでしょうか。

2014年4月

9784569783970・913

1,200円

ひいきに かんぱい!

宮川 ひろ（著）

（かんぱい! シリーズ）

小泉 るみ子（絵）
童心社
2013年10月

「ひいき」って，おうえんすること。三年生になっ
た一也は，「ひいき係」を作り，二年間給食を食
べられなかったさなえちゃんをひいきすること
に。みんなでさなえちゃんを「ひいき」したら，さ
なえちゃんが変わってきて，ついに…。
9784494020362・913

1,100円

しろおうさまと くろおうさま

こすぎ さなえ（著）

(PHPにこにこえほん)

たちもと みちこ（絵）
PHP研究所
2014年3月

しろおうさまは，くろいものがだいきらい。くろおう
さまは，しろいものがだいきらい。２つのおしろ
のあいだには，はいいろのもりがひろがってい
ました。そこへ７にんのこびとがやってきて，色
をぬりはじめたのです。２人のおうさまは？
9784569783871・913

1,300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）

きょうから飛べるよ

小手鞠 るい（著）

(おはなしガーデン)

たかす かずみ（絵）
岩崎書店

内容・書評
ページ数・規格・NDC

病気のため，入院生活を送るさくら。ある日すっ
かり心が折れてしまったさくらに１枚の手紙が届
く。花さかじいさんという謎の人物からの手紙に
よって元気を取り戻していくさくら。人が人を想う
ことのすばらしさを教えてくれる心温まる物語。

2014年4月

9784265054923・913

1,200円

あたらしい子がきて
(おはなしガーデン)

岩瀬 成子（著）
上路 ナオ子（絵）
岩崎書店
2014年1月

9784265054916・913

1,300円

あの日とおなじ空

安田 夏菜（著）

(文研ブックランド)

藤本 四郎（絵）
文研出版
2014年5月

沖縄のひいばあちゃん。辛い戦争の記憶をも
つ。ダイキは暑さで気を失いその戦争時代に行
き，その辛さやおそろしさを知る。マブイ＝魂を
おとす戦争を。「お前たちは，青い空に美しいも
のをみせてやっておくれ。」ひいばあちゃんの願
い。
9784580822238・913

1,200円

ネルソン・マンデラ

弟を産んだお母さんが実家へ行っている間「お
母さんに忘れられた，かわいそうな子のふり」を
している主人公が魅力的，弟にしっとして，ひね
くれた反応をしてしまう所も共感。大人になって
も子どものままの女性と弟とのふれあいもよ
かった。

カディール ネルソン（著）
さくま ゆみこ（訳）

鈴木出版

南アフリカを変えようとしして立ち上がり，はだの
色にかかわらず，すべての人間が平等であるこ
とを信じ，のちに大統領となったネルソン・マン
デラの生涯をかけたたたかいの物語。生きざま
を読み，伝記に興味を向けるきっかけになって
ほしい。

2014年5月

9784790252771・289

1,900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（税抜き）

木かげの秘密

浅野 竜（著）

(ティーンズ文学館)

杉田 比呂美（絵）
学研教育出版

内容・書評
ページ数・規格・NDC

友だちを大事にしたほうがよいが，大勢いない
からといってさみしく思う必要もない。生き物係
の２人が，６年２組のいじめにまき込まれる。そ
の中で揺れる心の様子を，自然の美しさを交え
て，ていねいに表現していた本だといえる。

2013年12月
1,300円

9784052037931・913

ふわふわ 白鳥たちの消えた冬

中山 聖子（著）

(福音館創作童話シリーズ)

尾崎 眞吾（絵）

鳥インフルエンザによって，安らぎとなっていた
公園で，白鳥をつかまえなくてはならなくなっ
た。「ごめんね」と言いつかまえる人々のおもい
と，命を守りたいと思う香枝と有紗の，心の通い
合い。現実を受け入れ父親のおもいを察する香
枝。

福音館書店
2013年11月

9784834080292・913

1,200円
捨て犬・未来と捨てネコ・未来

今西 乃子（著）

(ノンフィクション・生きるチカラ)

浜田 一男（写真）
岩崎書店
2014年3月

虐待を受け，センターで殺処分されるところを助
けられた犬の未来が，同じく保護されたネコの
未来に出会う話。二匹の過去から動物に対する
人間の残酷さと温かさの両方を学ぶことができ
る。犬の未来の語りで書いてあるため，とても読
みやすい。
9784265080359・945

1,300円

ブルースマンと小学生

こうだ ゆうこ（著）

(ティーンズ文学館)

スカイ エマ（絵）
学研教育出版
2014年2月

勉強には興味がないし，学校なんて面倒くさい。
小学６年生の鉄平は「不登校」の男の子。ある
日ミュージシャンになる夢をもつ若者と出会い，
次第に彼の生き方に惹かれていく。葛藤を繰り
返しながらやがて鉄平自身も夢に向かって歩み
始める。
9784052039126・913

1,300円

フェレット迷路

ルーシー ダニエルズ（著）

―こちら動物のお医者さん

サトウ ユカ（絵）
千葉 茂樹（訳）
ほるぷ出版

動物好きなマンディが迷子のフェレットの大好き
なボール遊び，トンネルくぐりから思い付いた
ゲームが大評判に…。アニマルクリニックを舞
台に家族，友人，近所の人たちが優しく関わり
合い，心があたたかくなる一冊です。

2014年3月

9784593565320・933

1,300円

焼き上がり5分前

星 はいり（著）

(ノベルズ・エクスプレス)

ポプラ社
2014年2月

おじいさんのパン屋さんで，アルバイトをするこ
とになった三人組。オリジナルパン作りをするた
めに，知恵を出し合う三人組。大賞をとったの
に，おじさんのものになってしまう。協力して挑
戦して最後までハラハラさせられる展開で一気
に読みたくなる一冊。
9784591137079・913

1,300円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

石の神

田中彩子（著）

(福音館創作童話シリーズ)

一色（絵）
福音館書店
2014年4月

ページ数・規格・NDC

立派な石工になることを目指す寛次郎と，不幸
な子ども時代をすごしてきた捨吉，二人は同じ
親方のもとで修業をすることになる。性格の違う
二人が，互いの存在を認めることで成長していく
ところが感動的。部落差別について触れている
ところも貴重。
9784834080919・913

1,500円

ゾウと旅した戦争の冬

内容・書評

マイケル モーパーゴ（著） 第二次世界大戦末期のドイツ。１６歳のリジー
が母と弟と一緒に子象を連れて逃避行を続ける
杉田 七重（訳）
物語。戦争経験のない我々に戦争の悲惨さを
訴えてくる。物語の根底に家族の愛，動物との
心の交流が描かれている為，戦争の冷酷さがよ
徳間書店
り鮮明になっている。
2013年12月
1,500円

9784198637279・933

捨て犬・未来ものがたり
命のバトンタッチ

今西 乃子（著）

障がいを負った犬・未来

浜田 一男（写真）

障害を負った犬「未来」が素晴らしい里親と出会
うまでの物語が描かれている。ボランティアの山
口麻里子さんの視線で，殺処分になるはずだっ
た未来がハッピーエンドを迎えるまでを劇的な
文章で綴っている。命の大切さを考えさせられ
る。

(フォア文庫)
岩崎書店
2013年12月

9784265064717・645

650円

なないろレインボウ

宮下 恵茉（著）

(teens’ best selections)

ポプラ社

中学生の七海といろはの友情を，繊細に描いて
いる。「親友なら全てを話してくれるはず」という
気持ちから，直接話し合うことができないまま心
がすれちがう。子どもたちにとって「あるなぁ，こ
ういうこと」と共感でき，勇気をもらえる作品。

2014年4月

きっと きみに 届くと信じて

1,300円

9784591139554・913

吉富多美（著）

「親友に裏切られたので復讐しようと思いま
す。」とラジオ番組へメールする晴香。執拗ない
じめを受け苦しむ主人公，海も「今夜，死のうと
思います。」とメールします。命を守ろうと広がる
支援の輪。現代社会を生きる中学生の心理が
伝わる一冊でした。

金の星社
2013年11月

9784323063355・913

1,300円
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★学習図書★
書名
（シリーズ名）

にわのかいじゅうファイル

著者
出版社
発行年
定価（税込み）

松橋 利光（著）

(絵本であそぼ!いきものさがし)

アリス館

内容・書評
ページ数・規格・NDC

庭で会えるトカゲやアリなどの小さな生き物た
ち。松橋利光さんは迫力の写真で怪獣のように
とらえ，子どもたちの大好きなカードの形で紹介
しています。さっそく自分だけのかいじゅうファイ
ルを作りたくなること間違いなしの一冊です。

2014年4月

9784752006633・480

1,400円

「おもてなし」の大研究

柴崎 直人（監修）
流行語にもなった「おもてなし」の心とその実際
を，写真とともに分かりやすく解説している。東
京駅で新幹線に乗るときに目にするお掃除隊Ｔ
ＥＳＳＥＩは，なぜ掃除中ではなくご乗車準備中と
いう札を出すのか，視点を示す監修者のひとこ
とが興味ふかい。

世界を感動させる日本の真心

(楽しい調べ学習シリーズ)
PHP研究所
2014年3月

9784569783918・673

3,000円

長沼毅の世界は理科で
できている エネルギー

長沼 毅（監修）
「科学界のインディ・ジョーンズ」こと長沼毅先生
による，ビジュアルと情報が満載の一冊。本書
は，震災により現在見直されているさまざまなエ
ネルギーについて解説している。写真や図が大
きく，文章もコンパクトでわかりやすい。

ほるぷ出版
2014年2月

9784593586844・501

2,800円

自然がつくる色大図鑑

福江 純（監修）
空，石，花など，自然がつくる「色」を豊富な写
真で紹介しながら，色ができるしくみをわかりや
すく解説している。身近にある事物の色の不思
議さや魅力に改めて気付かされる。色を作る実
験や豆知識も掲載されていて興味深い。

(楽しい調べ学習シリーズ)

PHP研究所
2013年12月

9784569783703・425

3,000円
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