
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

あしたもチャーシューメン 最上 一平（作）

青山 友美（絵）

新日本出版社

2018年3月

1,404円 9784406061988　・　913

心ってどこにあるのでしょう? こんの ひとみ（作）

いもと ようこ（絵）

金の星社

2018年4月

1,512円 9784323024660　・　913

ウルフィーは、おかしなオオカミ? ニコラ シニア（作）

（海外秀作絵本）
おびか ゆうこ（訳）

ほるぷ出版

2018年3月

1,620円 9784593506002　・　933

ホカリさんのゆうびんはいたつ はせがわ さとみ（作）

かわかみ たかこ（絵）

文溪堂

2017年11月

1,404円 9784799902233　・　913

ぼくのきもちはね コリ ドーフェルド（作）

石津 ちひろ（訳）

光村教育図書

2018年3月

1,512円 9784895722162　・　933

（シリーズ名）

ホカリさんは郵便屋さん。でも今日はいつもと違
う手紙の配達。差出人は、たぬき・レモンの木・
風の子。そして、宛先は、おひさま・ちょうちょ・
風のお母さん。どんな手紙でもだれにでも大切
に届けます。やさしい気持ちうれしい気持ちが
届きます。

デジタル版　　すいせん図書　　第227回　平成30年7月

オオカミのウルフィーは、お菓子作りが大好き。
でもオオカミがお菓子作りが好きなんて知られ
たらきっと笑われてしまうから、ずっと秘密にし
ています。けれど、3匹のコブタに秘密を見つけ
られ、新聞社に投稿されてしまいました。果して
……。

ISBN・NDC

内容・書評書名

テイラーは、大満足で作り上げた積み木のおし
ろ。それを、鳥によって壊されてしまった。テイ
ラーの気持ちをなぐさめようと様々な動物がそ
れぞれの方法をとります。テイラーにとって一番
してほしかったことは…。

人見知りのりりは、花びんから落ちた花をふつう
のことのように拾うあかりちゃんをすきになっ
た。二人は、けがをしたこうすけくんの世話係
に。りりは人の役に立つ喜びを感じ、自信をつ
ける。また、三人だけの秘密を共有し友情を深
めていく。

心ってどこにあるのでしょうか。ほっぺ？　それ
ともむね？　いやいや頭…？　いろんな考えが
できます。どうしてそう思うのか、考えながら読
むと楽しい本です。目には見えないけれど、体
のいろんなところにあると考えられる心ってすば
らしいものですね。

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。
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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）

パイパーさんのバス エリナー クライマー（作）

クルト ヴィーゼ（絵）

小宮 由（訳）

徳間書店

2018年2月

1,512円 9784198645748　・　933

ライオンつかいのフレディ アレグザンダー・マコール スミス（作）

（文研ブックランド）
かじり みな子（絵）

もりうち すみこ（訳）

文研出版

2017年12月

1,296円 9784580823365　・　933

交響曲「第九」 くすのきし げのり（著）

歓びよ未来へ! 古山 拓（絵）

板東俘虜収容所 奇跡の物語

PHP研究所

2018年3月

1,512円 9784569787534　・　210

赤ちゃんと母の火の夜 早乙女 勝元（作）

タミ ヒロコ（絵）

新日本出版社

2018年2月

1,512円 9784406062046　・　913

書名

フレディは、親切で働き者。家族のために何かし
たくて仕方ありません。お父さんに言われた通
り、けっして望みをすてずにいると、ある日サー
カスで働くチャンスがやってきます。思いもよら
ぬことが続き、ついにはライオンつかいの役も?!

「第九」には、「生きていることの喜び」が込めら
れている。今から百年前に、徳島県の俘虜収容
所のドイツ兵俘虜達によってアジアで初めて「第
九」が全曲演奏された。その背景には、俘虜に
対する人道的な配慮を行った松江所長の存在
があった。

みなさんは、一夜にして10万人もの命が失われ
た東京大空襲を知っていますか。３００機のアメ
リカの爆撃機Ｂ29が、30万発以上の焼夷弾を落
とし、東京は火の海になりました。そんな中直前
に生まれた赤ちゃんを守ろうとした人たちがいた
のです。

（シリーズ名）

パイパーさんは、町をはしるバスの運転手で
す。家族がいないパイパーさんの家に犬が一ぴ
き、そしてねこ、ひよこがやってきます。パイ
パーさんは、おんぼろバスを買い、動物たちをも
らってくれる人を探しに出かけます。さあ、出
発！

ページ数・規格・NDC

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）

髪がつなぐ物語 別司 芳子（著）
（文研じゅべにーる・ノンフィクション）

文研出版

2017年11月

1,404円 9784580823150　・　369

100年の木の下で 杉本 りえ（著）

（teens’ best selections） 佐竹 美保（絵）

ポプラ社

2017年11月

1,512円 9784591156384　・　913

小さいママと無人島 キャロル・ライリー ブリンク（著）

松本 春野（絵）

谷口 由美子（訳）

文溪堂

2017年11月

1,728円 9784799902202　・　933

しだれ桜のゴロスケ 熊谷 千世子（著）

（文研じゅべにーる） 竹熊 ゴオル（絵）

文研出版

2018年3月

1,404円 9784580823426　・　913

日曜日の王国 日向 理恵子（著）

（わたしたちの本棚）

PHP研究所

2018年3月

1,512円 9784569787527　・　913

ぼくらの山の学校 八束 澄子（著）

（わたしたちの本棚）

PHP研究所

2017年12月

1,512円 9784569787275　・　913

ページ数・規格・NDC

学校に行けなくなっていた繭は、ある日、不思議
な画材店〈日曜日舎〉にたどり着きます。繭はそ
こで毎週日曜日、絵を描くために通い始めま
す。いろんな仲間と絵を描いていく中で、繭は自
分と向き合い、生きるすべを見つけてゆきます。

（シリーズ名）

船が難破し、無人島に流れ着いたのは12才と
10才の姉妹、そして4人の赤ちゃん。子育てをし
ながら生活しなければならない状況の中でも、2
人は前向きな気もちで明るく困難を乗り越えて
いく。2人のがんばる姿に勇気をもらえるお話で
す。

雄大な立山連峰と、大きな栗の木、そして小さな
お地蔵さんに見守られた、ある家族の100年間
の物語。様々な時代で、様々な女の子が登場
し、日常を通して成長していく姿が描かれていき
ます。家族や自然とのつながりが感じられる、優
しいお話。

書名 内容・書評

病気で髪がぬけ、生えてこない子ども達のため
に、「ヘアドネーション」という長い髪を寄付し、
ウィッグを作る制度があります。髪を通して、子
ども達の様々な人生が垣間見えます。髪を送る
側の子ども達の思いもわかります。

地震による土砂くずれのため、母親と車ごと流さ
れた弟。母親を亡くし、心の傷をかかえている
弟。姉と母の実家で祖父母とくらす中で母親が
子どもの頃、フクロウ観察していたことを知る。
フクロウとの関わりを通して、母の死を乗り越え
ようとしていく兄弟の物語。

「乱暴な子」というレッテルを貼られた壮太は、
居場所をなくしていった。そんな時、テレビで「山
村留学センター」を知り、家族と離れて暮らすこ
とを選択する。大自然の中、仲間と励ましあいな
がら、みんなで自分の居場所を作っていく。
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中学生向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ（著）

リズ・ウェルチ（編）

大浦 千鶴子（訳）

PHP研究所

2018年3月

1,728円 9784569787329　・　933

4ミリ同盟 高楼 方子（著）

（福音館創作童話シリーズ）
大野 八生（絵）

福音館書店

2018年3月

1,296円 9784834083958　・　913

平和への祈り 手塚 治虫（著）

（手塚治虫からの伝言）
中野 晴行（監修）

童心社

2018年4月

2,138円 9784494018420　・　726

野尻湖のナウマンゾウ 野尻湖発掘調査団（著）

市民参加で氷河時代をさぐる

新日本出版社

2018年3月

1,404円 9784406061940　・　457

意味がわかるとゾクゾクする 氏田 雄介（著）

超短編小説 54字の物語
佐藤 おどり（絵）

PHP研究所

2018年2月

1,080円 9784569787435　・　913

書名

（シリーズ名）

たった五十四字の物語。そこに隠された意味が
わかった瞬間、興奮すること間違いなし。思わ
ず友人に教えたくなる内容。また、自分の似た
ような経験と結びつけやすく、感想も書きやす
い。ものの見方を変えるきっかけをくれる一冊。

アメリカのごく普通の少女、ケイトリンは、新学
期が始まって間もなく学校の課題として外国に
住む子と文通をすることに。相手はジンバブエ
に住む少年マーティン。夢と意志をもった少年
の生活は貧困の極み。二人の夢への実現の歩
みが始まる。

内容・書評

旧石器時代そして氷河時代の日本の様子を解
き明かす発掘が小学生からお年寄りまで参加し
て行われている、記録と成果の集。発掘の様子
や歴史がよく分かるが、この一冊を貫く思いは
「野尻湖人」の存在をつかむこと…への熱い思
いであると思った。

地面から4ミリ浮いているポイット氏は、同じ浮い
ている仲間と共にフラココノ島を目指す。童心を
失って大人になるのか、童心を持ち続けるの
か。人間誰もが通る問題。具体的に論じるのは
難しいが、繊細な生徒なら、きっと感じるものが
ある一冊。

ページ数・規格・NDC

生きて帰ってきたはずなのに、「英霊」として死
ぬべきだったのだ…とまた戦場に追いやられる
若者。愛を優先したために捕まり罪に問われる
若い男女。戦時下の異常さをマンガだからこそ
の表現で伝える。図書館に入れたい。
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

ラッコのたんじょうびケーキ 高岡 昌江（文）

（ほるぷ水族館えほん） 篠本 映（絵）

公文 健太郎（写真）

ほるぷ出版

2018年1月

1,404円 9784593583072　・　489

プランクトンのえほん 吉田丈人（監修）

ゾウリムシ

ほるぷ出版

2017年12月

1,620円 9784593587636　・　483

ネコ博士が語る ドミニク ウォーリマン（著）

 科学のふしぎ ベン ニューマン（絵）

田中 薫子（訳）

徳間書店

2017年12月

2,484円 9784198645359　・　400

ことばの由来博物館 江川 清（著）

キャラクターをあらわすことば

ほるぷ出版

2018年3月

1,944円 9784593587759　・　812

探検! 世界の駅 谷川 一巳（監修）

くらしと文化が見えてくる

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2017年12月

3,240円 9784569787244　・　686

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名 内容・書評

世界には様々な駅があり、駅そのものがその街
のシンボル的な存在であることがわかる。駅の
写真が美しく、解説文から個性的な駅の特徴や
その土地の文化を知ることができる。その駅を、
その土地をもっと知りたいと感じられる一冊にな
るのでは。

小学校の理科の教科書で必ず紹介されるプラ
ンクトン。本書では、ゾウリムシの暮らしぶりを
克明な写真とわかりやすい文章で紹介してい
る。小さな生き物の不思議な世界に興味を持つ
きっかけとなる一冊になることでしょう。

日本の水族館で生まれ21才の誕生日を迎えた
ラッコのパタの日常が、たくさんの写真とともに
紹介されている。巻末では絶滅危惧種である
ラッコ事情や水族館の役目についての解説もあ
る。野生動物を取り巻く自然環境にも目が向く
一冊になるでしょう。

私たちが普段使う言葉の由来をイラストや写真
を見ながら楽しく学べる。この巻では、人の態度
や性質といったキャラクターをあらわす言葉がと
りあげられている。大人はよく使う言葉でも子供
にはなじみのないものも多く、楽しく読みながら
学べる。

ネコ博士のキャラクターとユーモアのあるイラス
トが魅力的。説明文は短めで読みやすい。文中
に、「きみも実験してたしかめてみよう。」「知って
た？」などの語りかけがあり、科学のなぞに興
味をもったり面白さを感じたりすることでしょう。
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