
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

ヘレーじいさんのうた 肥田美代子（文）

小泉るみ子（絵）

文研出版

2021年4月

1,430円 9784580824430　・　388

プンスカジャム くどう れいん（作）

くりはらたかし（絵）

福音館書店

2021年9月

1,210円 9784834086287　・　913

すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上一平（作）

種村有希子（絵）

新日本出版社

2021年5月

1,430円 9784406066006　・913

くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわ ゆみこ（作）

アリス館

2021年10月

1,540円 9784752009863　・　913

てんこうせいは おはなしやさん 北川 チハル（作）

武田美穂（絵）

金の星社

2021年6月

1,320円 9784323074788　・　913

書名

曾祖母を「ようかいばあちゃん」とよぶすみれ
ちゃん。すみれちゃんのおおらかなとらえ方と、
どこか謎めいているようかいばあちゃんの言動
が面白い。きつねの嫁入りを、見たい見たいと
思えば見えるんだ―という言葉が印象的。

目立つのが好きなぐるりんと苦手なちいちゃん。
正反対な二人が、力を合わせて発表までこぎつ
けるところ、それを周りのみんながあたたかく見
守る姿がとてもよかったです。

ISBN・NDC

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。

デジタル版　　すいせん図書　　第233回　令和4年3月

内容・書評

待ち合わせに来なかった友だちに腹を立て、お
こったハルくん。プンスカおこって歩いていると、
「ベーカリーあんぐり」と書いてあるパン屋さんを
見つけます。そのお店のあぐりさんの不思議な
力で、ハルくんのプンスカを二人でジャムにする
うちに、心が軽くなってきます。

ヘレーじいさんが掘り当てた大きなトルコ石。市
場で売って大金持ちになるはずでしたが、ウマ
やヒツジなどと次々と交換されて、最後は歌に
なりました。歌はヘレーじいさんだけでなくその
国の人々みんなを幸せにしました。ブータンの
民話です。

明るく元気な転校生のゆうや君。話をするのが
苦手なみおさん。言葉をつなぐことで会話ができ
て二人は心を通い合わせていく。ゆうや君がお
話屋さんをしている裏には、お母さんとつながり
たいという思いがあったことも心を打たれる。
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かえるのエルの ともだちになりたい! 乗松 葉子（作）

おおでゆかこ（絵）

ポプラ社

2021年6月

1,375円 9784591170311　・　913

しんぱいなことが ありすぎます! 工藤純子（作）

吉田尚令（絵）

金の星社

2021年11月

1,320円 9784323074870　・　913

小学校中学年（3・4年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

命を救う 心を救う ふじもとみさと（著）
途上国医療に人生をかける小児外科

医「ジャパンハート」𠮷岡秀人

佼成出版社

2021年11月

1,650円 9784333028535　・　498

みんなのためいき図鑑 村上 しいこ（作）

中田いくみ（絵）

童心社

2021年7月

1,320円 9784494020706　・　913

きっと、大丈夫 いまたあきこ（作）

黒須高嶺（絵） 

文研出版

2021年6月

1,430円 9784580824645　・　913

ゴリラのきずな 長尾 充徳（著）
京都市動物園のゴリラファミリー観察記 山極壽一(解説)

くもん出版

2021年6月

1,540円 9784774331775　・　489

書名

小学校１年生のももは、わすれ物をしたくなくて
全部の荷物をランドセルに入れていく程の心配
性。クラスでわすれ物No.1のかずまくんとのやり
とりで、心配になったり困ったり。でも、かずまく
んと一緒に笑うと心が少し軽くなるももでした。

内容・書評

ISBN・NDC

「医療のとどかないところに医療をとどける」こと
を目標に活動する「ジャパンハート」の創設者の
小児外科医の𠮷岡秀人さん。環境が整っていな
いミャンマーで助からないと言われる命も救おう
と必死で挑む𠮷岡さんの熱い思いが伝わってく
る。

エルのほんわかした性格がなごまされる。アー
ルちゃんのハンカチをとり返したくてくものおばさ
んの所に行くが返してもらえない。そこでエル
は、おばさんと友だちになろうとする。めげない
エルにいつしかおばあさんもひかれていく。

たのちんが、ためいきばかりついていると保健
室登校の加世堂さんが描いた絵から「ためいき
こぞう」が誕生した。ためいき図鑑を作りながら、
たのちんは悩み、行動し、友だちとの仲をつな
いでいく。ためいきについても考えることができ
る。

主人公咲良の兄は事故で亡くなってしまった。
悲しみの中、家族や友達、周りの人に支えられ
前を向いていく。そんな中見つけたアゲハチョウ
のたまごを大切に育てていく。“いのちは奇跡の
連続”だと気が付く。“きっと大丈夫”と心が温か
くなる。

ずっとゴリラの家族を見つめてきた京都市動物
園の長尾さんが話してくれるゴリラ家族の貴重
な観察記。たがいのことを気づかう、やさしいゴ
リラの姿をたくさん紹介してくれます。ゴリラたち
のふるまいには、私たちが学ぶことがたくさんあ
ります。
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体育がある 村中李衣（作）

長野ヒデ子（絵）

文研出版

2021年9月

1,430円 9784580824782　・　913

小学校高学年（5・6年）向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

ひまりのすてき時間割 井嶋敦子（作）

丸山ゆき（絵）

童心社

2021年11月

1,430円 9784494020751　・　913

ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ（作）

講談社

2021年8月

1,540円 9784065242179　・　913

天の台所 落合 由佳（作）

講談社

2021年9月

1,540円 9784065247181　・　913

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村太郎（文）

アフリカでサイを守る人たち

学研プラス

2021年6月

1,540円 9784052053276　・　489

崖の下の魔法使い 吉野万理子（作）

宮尾和孝（絵）

学研プラス

2021年9月

1,540円 9784052054075　・　913

書名

体育が苦手な主人公あこ。ママの熱心すぎる練
習も大きらい。“周りからバカにされないように”
というママの気持ちが余計悲しくさせてしまう。
“自分に負けなかったらそれでいい”というばあ
ばの言葉で、自分と向き合い成長していく。

あなたには、捨ててしまいたい思い出はありま
すか？　主人公の転校した先の町には、思い出
（記憶）をお金に交換してくれる魔法使いがいて
…。人なら誰しもが持っている思い出について、
深く考えさせられる作品です。

忘れっぽくて、落ち着きがなくて、集中しすぎて、
いつも先生に叱られてしまう６年生のひまりが、
「みんなと違ってちょっと変だけどハッピー」と言
えるようになったすてき時間割とは？　みんなと
違う自分を好きになるヒントがつまった１冊で
す。

内容・書評

ISBN・NDC

新聞係になって学級新聞を作ることにした小学
５年生２人のお話。自分たちで取材をし、記事を
書くことの大変さや、分かるまで調べ書き上げた
ときの達成感が描かれています。真実、著作
権、多様性などについても考えさせられる物語
です。

卵も割れない小６男子の天が、家族と手を取り
合って悲しみを乗り越え、料理コンクールで最優
秀賞を目指す物語。一歩一歩成長していく天に
背中を押され、何かに挑戦してみたくなる一冊
です。

「違う国のことだから、私たちには関係の無いこ
と」本当にそうでしょうか。地球の裏側で何が起
きているのか。野生動物のために何ができるの
か。まずは知るところから始めてみませんか。こ
の先も野生動物が安心して暮らせる地球を目指
して。
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はじめての夏とキセキのたまご 麻生 かづこ（作）

酒井　以（絵）

ポプラ社

2021年6月

1,540円 9784591170359　・　913

中学生向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

浪江町津島 森住　卓（写真・文）

風下の村の人びと

新日本出版社

2021年10月

2,420円 9784406066303　・　369

黄色い夏の日 高楼方子（作）

木村彩子（絵）

福音館書店

2021年9月

1,980円 9784834086263　・　913

そらのことばが降ってくる 髙柳克弘（作）

保健室の俳句会

ポプラ社

2021年9月

1,540円 9784591171066　・　913

夏のカルテット 眞島めいり（作）

PHP研究所

2021年6月

1,320円 9784569880006　・　913

オリオンの上 有島希音（作）

中村至宏（絵）

文研出版

2021年6月

1,650円 9784580824591　・　913

書名

父親の突然の転勤で、都会から田舎へ引っ越
すことになった世夏。ここへ来たくなかった世夏
は、落ち込み気味で夏休みに入る。心細い中で
も、偶然出会った男の子２人と自由研究を進め
ることで、夢中になるものを見つけ、成長してい
く姿が描かれる。

中学校１年生の景介、晶子が古びた洋館に住
む老女小谷津さんと出会い、更に不思議な少女
ゆりあとやや子とキンポウゲの咲く庭で思いが
けない一時を過ごす。人の強い願いや思いが
三人を通り過ぎ、七年後に…。一気に読み進め
られる一冊。

失われた人々、そして失われた大切なものやこ
と。東日本大震災から十一年目を迎える今だか
らこそ、知っておくべき、人々の生き様。ふるさと
とは何かを考えるきっかけが溢れる一冊です。

内容・書評

中学１年のツカサは、図書委員の当番で集まっ
たクラスも部も別々の４人とバンドを組むことに
なり…。人と違うことを恐れる中学生が、仲間と
ともに自分を見つめ直す。中学生のリアルな会
話や生活が書かれていて感情移入もしやすい。

それぞれに悩みを抱えた中学生たちが、俳句を
通じて心を通わせていく。話しにくいことも俳句
を通してなら言え、俳句だからこそ相手の気持
ちを奥深くまで想像できる。そんな経験を通じて
悩みを乗り越えていく姿に共感でき、俳句の面
白さも感じとれる一冊。

主人公は中１の少女麻由子。吹奏楽部員の彼
女が、複雑な自らの周囲の状況の中で自分自
身のあり方を問う。シベリウスの「フィンランディ
ア」が流れ続ける１冊、まさに彼女の心の動きを
象徴しているかのように。

ページ数・規格・NDC
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

子どもたちが綴った戦争体験 第１巻 村山士郎（著）

勝って来るぞといさましく
日中戦争開戦

新日本出版社

2021年8月

3,850円 9784406066204　・　210

子どもたちが綴った戦争体験 第2巻 村山士郎（著）

 身を捨てて、国を守る
アジア・太平洋戦争がはじまった

新日本出版社

2021年9月

3,850円 9784406066211　・　210

子どもたちが綴った戦争体験第３巻 村山士郎（著）

学校は戦場だ！

ほしがりません勝つまでは

新日本出版社

2021年10月

3,850円 9784406066228　・　210

動物愛護ってなに？ 浅川千尋（監修）
知っておきたいペットと動物愛護管理法

PHP研究所

2021年11月

3,520円 9784569880211　・　654

火星は… スザンヌ・スレード（文）

千葉茂樹（訳）

三河内岳（監修）

あすなろ書房

2021年7月

1,980円 9784751530542　・　445

水族館 ほりかわあやこ（作）
いきものとひとのいちにち

福音館書店

2021年7月

1,760円 9784834086218　・　480

無人島の迷路 香川 元太郎（作・絵）
冒険&脱出サバイバル! 香川志織（作・絵）

PHP研究所

2021年8月

1,540円 9784569880105　・　369

書名
ISBN・NDC

学習図書

迷路で無人島を辿りながら、冒険気分でドキド
キわくわく。脱出するために必要な豆知識を自
然に学んでいくことができます。食べ物や道具、
自然などについて身につけた知識や方法は、現
実に災害にあった時に必ず役に立つはずです。

内容・書評

動物はかわいいけれど、実際に飼うのは大変。
人間の都合で動物の命を粗末に扱わないため
にも、まずは現実を知り、売れなかった動物は
どうなるのか知ることができる内容です。教科書
では扱わない内容だからこそ多くの人に知って
ほしいです。

身近にあると思われている火星が、実はごつご
つしていて、ガスがふきあがり、大地がそびえた
つという本当の姿におどろきの連続です。空に
浮かんでいる星の１つである火星について知る
ことで宇宙の不思議を感じられる本です。

水族館のいろいろなヒミツが見やすくかわいらし
いイラストで紹介されています。水槽の水をきれ
いにするしくみ、ショーの裏側、スタッフの仕事な
ど、知らないことがたくさんあって、水族館に行く
楽しみが増える本です。

戦争が歴史になりつつある現代の子どもたち
が、戦時下の子どもたちが何を思い、どんな生
活を送っていたのか、子どもの視点で書かれた
戦争体験に触れることで、戦争はどういうものな
のか具体的に考え、平和な社会を築くために
知っておくべき内容です。
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