
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

ソフィーとちいさなおともだち パット・ジトロー・ミラー（文）

アン・ウィルスドルフ（絵）

二宮 由紀子（訳）

光村教育図書

2018年8月

1,512円 9784895722186　・　933

あのくも なあに? 富安 陽子（文）

（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）
山村 浩二（絵）

福音館書店

2018年5月

972円 9784834083910　・　913

えっ!  わたしだけの学校? 劉 旭恭（文・絵）

松本 猛（訳）

新日本出版社

2018年11月

1,620円 9784406062770　・　923

ゆうなとスティービー 堀米 薫（文）

(ポプラ社の絵本) 丸山 ゆき（絵）

ポプラ社

2018年10月

1,512円 9784591159743　・　913

（シリーズ名）

牛を飼っている農家、ゆうなの家に目の見えな
い子牛がうまれた。スティービーと名付け大切
に大切に、他の牛より何倍も何十倍も手をかけ
育てた。年月が経ちスティービーは出荷され肉
となる。命、生きること、食べることを静かに考え
る一冊。

ある秋の日、家族でファーマーズマーケットに出
かけたソフィーは、だっこするのにぴったりのカ
ボチャに出会います。バーニスと名前をつけて、
どこに行くにもいっしょの大切な友達にしたので
すが、バーニスはだんだん元気がなくなって…。

カーテンぐもにざぶとんぐも、リボンぐもにりゅう
のすみか…いろいろな雲が出てきます。それぞ
れの雲にぴったりの物語を想像するとワクワク
します。リズムよく展開されるお話に、空を見上
げたくなる一冊です。

デジタル版　　すいせん図書　　第228回　平成31年2月

春になって学校に行ったら、生徒は私だけ。み
んな別の学校に行ってしまった。「このままでは
学校がつぶれてしまう。」困った先生たちは、
たった一人残った生徒を立派に育て、再びたくさ
んの生徒を呼びもどそうと話し合いを始めます
が…。

ISBN・NDC

内容・書評書名

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 ★

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。
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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）

デニムさん 今関 信子（著）

気仙沼・オイカワデニムが作る
復興のジーンズ

（感動ノンフィクションシリーズ）

佼成出版社

2018年7月

1,620円 9784333027804　・　589

佐藤初女(さとうはつめ)物語 あんず ゆき（著）

おむすびに心をこめて

（心のノンフィクション）

PHP研究所

2018年8月

1,512円 9784569787978　・　289

消えた時間割 西村 友里（文）

（ジュニア文学館） 大庭 賢哉（絵）

学研プラス

2018年4月

1,404円 9784052046797　・　913

マオのうれしい日 あんず ゆき（文）

（こころのつばさシリーズ） ミヤハラ　ヨウコ （絵）

佼成出版社

2018年9月

1,404円 9784333027835　・　913

クラスを巻きこむ、不気味な墨汁のなぞをきっか
けに、登場人物たちは、自分に自信をもったり、
優しい気持ちになったり、友達のよいところを
知ったり…。消えてしまった時間の中で、新しい
自分を発見したり、普段気づかない豊かさに気
づいていきます。

チワワのマオは、生まれつき前足がほとんどな
く、自由に歩くことができません。それでもマオ
は、持ち前の明るさと積極性で、使いこなすの
が難しいといわれている「前足用の車イス」に挑
戦します。一生懸命な姿にみんなが笑顔になっ
ていくお話です。

書名

治らないといわれた病気を、食事によって克服
した佐藤初女さんは、なやみの相談にきた人に
心をこめておむすびをむすび、いっしょに食べ、
話に耳を傾けた。「食べるということは、そのい
のちをいただくことです。食は、いのちの移しか
えです。」

（シリーズ名）

宮城県気仙沼市のオイカワデニムは、ジーンズ
をぬう工場です。高台にあることから、東日本大
震災の時には、百五十人もの人が避難してきま
した。みんなで力を合わせ、知恵を出し合い、さ
まざまな困難をのりこえていく本当にあったお話
です。

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）

落語ねこ 赤羽 じゅんこ（作）

大島 妙子（絵）

文溪堂

2018年11月

1,404円 9784799902868　・　913

変化球男子 M.G. ヘネシー（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

2018年10月

1,728円 9784790233435　・　933

ユンボのいる朝 麦野 圭（作）

大野 八生（絵）

文溪堂

2018年11月

1,404円 9784799902936　・　913

星空を届けたい 髙橋 真理子（著）

出張プラネタリウム、はじめました! 早川 世詩男（絵）

ほるぷ出版

2018年7月

1,512円 9784593100170　・　440

ぼくらの一歩 いとう みく（作）

30人31脚 イシヤマ アズサ（絵）

アリス館

2018年9月

1,512円 9784752008545　・　913

転校生の水口さんのおかげで30人31脚に出場
が決まった。30人の中には、運動が得意な子も
いれば苦手な子もいる。ひとつの競技に向かう
それぞれの気持ちを、転校生の水口さん、学級
委員の中谷さん、クラスの中心人物の蒼井くん
の3人の視点から描く、頑張る子どもたちのお
話。

ページ数・規格・NDC

身体は男性、心は女性の主人公・シェーンが、ト
ランスジェンダーならではの悩みや思春期の悩
みを抱えつつ、それを乗り越えていく物語。本人
しか分からない苦悩と、少しズレる大人の配慮
のもどかしさにドキドキしながら読めました。

（シリーズ名）

内容・書評

友だちに言えない父の姿と、親に言えないクラ
スメイトとの出来事。悩む5年生の幹は、家から
見えるビルを解体していくユンボと、作業員の博
巳さんに勇気づけられる。ビルが低くなるにつ
れて、幹の気もちや行動が変化していきます。

高校時代に写真家・星野道夫さんに憧れ、アラ
スカ在住の星野さんに会い、山梨県立科学館に
就職した髙橋真理子さん。そこでプラネタリウム
番組を製作する。娘の入院を機に、入院中の子
どもたちに星空を届けたいと出張プラネタリウム
をはじめました。

大切な恋人へ伝えたいことを残したまま死んで
しまった落語家は、成仏できず、ねこにとりつい
た。そのねこの飼い主の孫七海は、突然しゃべ
り出したねこに驚きつつ、お互いの悩みを解決
しようと行動をおこす。

書名
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中学生向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー（著）

西田 佳子（訳）

学研プラス

2018年7月

1,620円 9784052046841　・　933

君だけのシネマ 高田 由紀子（作）

（わたしたちの本棚） pon-marsh（絵）

PHP研究所

2018年7月

1,620円 9784569787824　・　913

赤はな先生に会いたい! 副島 賢和（著）

（ノンフィクション 知られざる世界）

金の星社

2018年9月

1,512円 9784323060958　・　378

長くつ下のピッピの本 アストリッド リンドグレーン（作）

決定版 イングリッド ヴァン・ニイマン（絵）

石井 登志子（訳）

徳間書店

2018年11月

3,456円 9784198647315　・　949

伝説のオリンピックランナー 近藤 隆夫（著）

〝いだてん〟金栗四三

汐文社

2018年9月

1,620円 9784811324999　・　782

いまから100年以上前、まだマラソン競技が始
まって間もない頃、日本には「いだてん」と呼ば
れた伝説のランナーがいた。今の長距離走競
技の草分けにこうしたストイックな選手がいたの
かと興味が湧く一冊。伝記から子どもが学ぶこ
とは大きい。

LGBTを扱った話。Gの少年が、女になりたい夢
をかなえるため、演劇のオーディションを受け
る。女性の役を演じることで、周りからの偏見、
心ない一言、いじめ、多くの障害をのりこえ、自
分らしく生きる人間の誇らしさを感じられる一
冊。

書名

（シリーズ名）

内容・書評

元気いっぱいで強くてやさしい女の子・ピッピの
物語から作者自身が選りすぐったお話をまとめ
た1冊。日常でさえ冒険にしたりパーティーにし
たりしてしまうピッピの自由さや発想の豊かさ、
物の見方を楽しむにはちょうどいいボリュームだ
と思う。

過干渉の母のために学校に行けなくなっていた
史織。転校した佐渡で、「風のシネマ」をオープ
ンさせた祖母やクラスメイトと交流する中で次第
に自分を取り戻していく。母と真正面に向き合う
ラストに向けての、史織の成長の過程が爽快で
ある。

ページ数・規格・NDC

小学校教師をしていたときの闘病体験を経て院
内学級の先生となった赤はなそえじ先生が、柔
らかい語り口調で院内学級での出会いやその
子たちの思いを綴られている。他者も自己も否
定せずやさしくあるための価値観に気づける。
人権教育や道徳にも。
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

ただしいかぞえかたの絵本 WILLこども知育研究所（編・著）

すみもと ななみ（絵）

金の星社

2018年9月

1,620円 9784323074221　・　815

はっけん! 鉄道NIPPON ヴィトゲン社（編）

地図と路線で知る47都道府県

PHP研究所

2018年9月

3,456円 9784569787947　・　686

もぐらはすごい アヤ井 アキコ（作）

川田 伸一郎（監修）

アリス館

2018年5月

1,620円 9784752008378　・　489

名字ずかん 森岡 浩（監修）

（見る知る考えるずかん）

ほるぷ出版

2018年8月

4,104円 9784593587797　・　288

内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名

生まれた時から使っているのに実は知らないこ
とが多い名字。名字のルーツを知ることで日本
の文化や歴史についても考えることができる。
珍しい名字や外国に多い名字、名字ランキング
などの情報やデータも充実している。

モグラ博士の知るモグラの秘密がギッシリと本
書に詰まっている。生きているモグラに出会うこ
とは少ないが、生きるための知恵に驚く。体の
仕組み、繁殖のこと、日本と世界のモグラ等、生
き物を調べる楽しさを味わうことができるだろう。

日本全国のJR線、私鉄を紹介。日本各地の路
線から知ることができる地域や産業・文化・歴史
などの情報も充実。鉄道コラムや鉄道の知識を
クイズ形式で出題するなど楽しく学ぶことができ
る。巻末には鉄道用語解説もある。

ものの数え方は挙げるときりがない、ということ
を本書を読むと実感させられる。「頭」と「匹」の
違い、切り方や形で数え方が変わることなど、
詳しく知ることで表現力も豊かにさせてくれる。
巻末の早見表を活用すると探しやすく。
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よくわかる海上保安庁
しくみは?どんな仕事をしているの?

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2018年8月

3,240円 9784569787732　・　557

天皇と元号の大研究 高森 明勅（監修）

日本の歴史と伝統を知ろう

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2018年10月

3,240円 9784569788128　・　288

暗号の大研究 伊藤 正史（監修）

歴史としくみをさぐろう!

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2018年7月

3,240円 9784569787831　・　809

公益財団法人 海上保安協
会（監修）

「隠語」「合言葉」の2つの暗号について、歴史や
からくりが易しく紹介されている。約2千5百年前
に登場し、どのように利用されてきたか。現代の
暗号は生活の中でどう利用されているか。コン
ピュータの世界とともに興味をもって読める。

「平成」が終わり、次の元号は？　と注目される
今、元号の決め方やその始まりなどがわかる一
冊。元号だけではなく、天皇の仕事や歴代の天
皇がかかわった出来事を通して、日本の歴史と
文化・伝統についても学ぶことができる。

海の安全を守る海上保安庁は、それ以外にも
様々な役割を担っており、その重要性が伝わる
一冊。海上保安庁の歴史、巡視船・ヘリコプ
ター・飛行機等の働きや装備、海上保安官の仕
事等、時には命がけの日々が多くの写真ととも
に紹介されている。
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