
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

おやすみ こりす 虹山 つるみ（作）

松山 円香（絵）

ポプラ社

2021年11月

1,430円 9784591171523　・　913

よそんちの子 いとう みく（文）

池辺 葵（絵）

ほるぷ出版

2022年1月

1,320円 9784593103102　・　913

木のロボットと 丸太の トム・ゴールド（作）

おひめさまの だいぼうけん 金原 瑞人（訳）

ほるぷ出版

2021年11月

1,760円 9784593102709　・933

しりとり電車のハヤイチくん 別司 芳子（作）

しんやゆう子（絵）

文研出版

2021年10月

1,320円 9784580824614　・　913

まじょばーのたまごやき 堀 直子（作）

木村 いこ（絵）

文研出版

2021年11月

1,320円 9784580824607　・　913

４さいのかなちゃんが、ひとりでうちにくることに
なった。お兄ちゃんもお母さんもお父さんも、み
んな「かなちゃん、かなちゃん」って、ひいきばっ
かりする。ちょっぴり大人になった６さいの女の
子の夏の成長の物語。

子リスのフウが、大好きなおばあちゃんに歌をう
たってほしいとお願いされたのに断わり、その次
の日におばあちゃんが亡くなり、後悔をする。悲
しいお話だが、最後に「森にかえった」おばあ
ちゃんのために歌をうたってあげる場面で読後
感が良い。

父と２人暮らしの「ぼく」の世話をしてくれるまじょ
ばー。自分のことは自分でできることを示すた
め、たまご焼きを作って対決し、勝ったものの、
まじょばーが病気になってしまう。「ぼく」のまじょ
ばーに対する心の変化が感動的である。

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234回　令和4年10月

書名

兄の木のロボットと、眠ると木の丸太にもどる妹
のぼうけんのお話。ぼうけんの途中に出会うたく
さんのできごとが、絵と一言で表わされていて、
想像力をふくらませることができ、おもしろい。

隣の席のハヤイチくんは、いつも電車ごっことし
りとりで、さくらにめいわくをかける。遠足に行っ
た時、一人でさみしそうなハヤイチくんを見かけ
た。大きらいだったハヤイチくんに対する心の変
化に、最後はほっとするお話である。

ISBN・NDC

内容・書評

1 ページ



小学校中学年（3・4年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく（作）

ころりよ（絵）

PHP研究所

2022年4月

1,540円 9784569880457　・　913

星のラジオとネジマキ世界 日向 理恵子（作）

alma（絵）

PHP研究所

2022年1月

1,540円 9784569880341　・　913

戦争をやめた人たち 鈴木 まもる（文絵）

1914年のクリスマス休戦

あすなろ書房

2022年5月

1,650円 9784751531136　・　209

電車でスタンプラリーへGO! 本田 有明（作）

結布（絵）

金の星社

2021年12月

1,430円 9784323074955　・　913

「はやぶさ2」 山下 美樹（文）

リュウグウからの玉手箱 津田 雄一（監修）

文渓堂

2021年5月

1,430円 9784799904220　・　538

森の歌が聞こえる 小手鞠るい（作）

平澤 朋子（絵）

光村図書出版

2021年5月

1,320円 9784813803676　・　913

４年生のタケル、ミツヨシ、ことりの町におこる不
思議な出来事。空に浮かぶ光る物体、ラジオか
ら聞こえる謎の放送、公園にいるワゴン屋台、
世界のネジ。関係し合っている謎に挑む主人公
たち。不思議がてんこもりのSFファンタジー。

第一次世界大戦の時に起こった「クリスマス休
戦」という、本当にあった話の絵本。戦争で戦っ
ている人たちも、歌やサッカーが好きな、みな自
分たちと同じ、大切な人がいる人間であることを
感じ、戦争のない未来を前向きに考えられるよ
うな本。

鉄道会社の100周年記念のスタンプラリーに、
初めて一人で出かけ、車内で知り合った不思議
な女性とスタンプラリーを行うお話。女性のかわ
いらしくもミステリアスな雰囲気や、主人公の成
長が楽しく描かれ、心温まるお話です。

小惑星探査機「はやぶさ２」が小惑星「リュウグ
ウ」のかけらをとる壮大なミッション。未知の惑
星への旅を地球にいるチームと協力してやり遂
げていく。写真や図も多く、専門用語もわかりや
すい。擬人化された「はやぶさ２」が愛らしい一
冊。

内容・書評

木々の葉の音、動物の会話、鳥のさえずり、雪
の降る音…などが想像され心が清冽になる本。
森の中で静かにたたずみ、耳を澄ましているか
のような心地良さに人間が自然の一部であるこ
とを思わされます。子どもにも大人にも読んでほ
しい一冊。

ISBN・NDC

背が低い４年生の公太。仲良しの希来里は背
が高い。努力では解決できないことに「不公平
さ」を感じる。しかし、ある出来事から「不公平の
公平さ」を学ぶ。あっちもこっちも世の中は不公
平。でも前向きに生きていこうとする姿が描かれ
ている。

書名
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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）

牧野富太郎 横山 充男（著）

植物の神様といわれた男 ウチダヒロコ（絵）

くもん出版

2022年2月

1,650円 9784774332000　・　289

びわ色のドッジボール もり なつこ（作）

丹地 陽子（絵）

文研出版

2021年12月

1,540円 9784580824980　・　913

生物がすむ果てはどこだ? 諸野 祐樹（著）

海底よりさらに下の地底世界を探る

くもん出版

2022年2月

1,540円 9784774327112　・　465

なきむし せいとく たじま ゆきひこ（文絵）

沖縄戦にまきこまれた少年の物語

童心社

2022年4月

1,760円 9784494012480　・　210

センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子（著）

感じて育つ 大野 八生（絵）

福音館書店

2022年3月

1,100円 9784834086409　・　914

内容・書評

ISBN・NDC

学校での居場所を見失い、登校できなくなった
翼。休んでいる日々、支えてくれる人たちの温
かさにふれ、様々な選択肢と出会い、悩みなが
らも自分の気持ちと向き合っていく。行き詰まっ
ても別の方法を考えればいいと気づいた翼が選
んだ一手とは。

人間の目に見えない微生物が、人間には簡単
に行くことができない深い海底で生きている。そ
の「生」は、気が遠くなるくらい時間をかけて変
化している。めまぐるしい人間社会に比べて生
き物の不思議に触れ、見えない世界に思いを寄
せるお話です。

1945年の沖縄。泣き虫な少年の父と兄は兵隊
になった。やがて少年は戦争に巻き込まれ、母
と妹の３人で南へ逃げることになった。悲しい運
命をたどった少年の思いは、私たちに「平和」と
沖縄の人々の「希望」を考えるきっかけとなるこ
とでしょう。

四十万点もの植物標本を集め、千五百以上も
の植物に名前をつけた牧野富太郎。植物分類
学を発展させただけでなく、まるで「雑草」のよう
に一生懸命生きている人々を勇気づけ、はげま
し続けた「日本植物学の父」の生き方を描きま
す。

４歳の時に「光とさよなら」した著者は、「匂い」
「音」「時間」「触る」、そして「失敗」も「間違い」も
…しっかり感じることの楽しさと大切さを感じて
知ることで豊かな世界が広がっていくと語りま
す。私たちもきっと同じです。

書名
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中学生向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

あの子のことは、なにも知らない 栗沢 まり（作）

中田いくみ（絵）

ポプラ社

2022年3月

1,650円 9784591172421　・　913

夜間中学で学ぶ喜びを求め 高橋うらら（著）

つづけた世界一幸せな先生

新日本出版社

2022年2月

1,650円 9784406066679　・　376

ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル（作）

渋谷弘子（訳）

中山成子（絵）

文研出版

2021年12月

1,650円 9784580824928　・　933

カマラ・ハリス物語 岡田 好惠（著）

藤本たみこ（絵）

講談社

2022年4月

1,540円 9784065269794　・　289

マイブラザー 草野 たき（著）

ポプラ社

2021年11月

1,650円 9784591171462　・　913

ページ数・規格・NDC

米国初の女性副大統領、カマラ・ハリスさんの
伝記。ご家族、お母様が強い信念をお持ちで、
カマラさんもその願いを胸にさまざまなことに立
ち向かっていく姿が心に残りました。チャレンジ
する気持ちをぜひ読んでほしいです。

自分の生まれてきた環境をふつうととらえる15
歳。自分のフィルターでしか正しさをとらえられ
ずに、それを人に押しつけてしまうところがあ
る。しかしその見方を改めるような内容になって
いる。

内容・書評

突然父親が仕事をやめパン職人に…！「自分
勝手」な父親と自分にくっついてくる小さな弟に
辟易している海斗。保育園時代の友人との関わ
りの中で、少しずつ見方を変え、自分の心の成
長を自覚していく。

自分の父親がジェノサイドの加害者であること
を知り、苦しむソフィー。しかしいとこのクリストフ
や周りの人とのかかわりを通して、大事なことは
自分がどんな選択をし、どう行動するかだという
ことに気づく。

書名

何らかの理由で学齢期に義務教育を受けられ
なかった人が通う夜間中学校。生徒のスピード
に合わせた学習が実践されることで徐々に自信
を取り戻していく生徒たち。生きるために真剣に
勉強に取り組む生徒は、学びが喜びや楽しみに
なっている。
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

10歳からのおもしろ! フェルミ推定 横山 明日希（著）

 論理的思考力が育つ こざきゆう（文）

柏原昇店（絵）

くもん出版

2022年1月

1,320円 9784774332208　・　410

和ろうそくは、つなぐ 大西 暢夫（著）

アリス館

2022年2月

1,650円 9784752010043　・　576

なつのおうじゃ おにやんま 谷本 雄治（文）

サトウマサノリ（絵）

文渓堂

2021年8月

1,650円 9784799904312　・　486

ぼくの わたしの 著作権ずかん 森田 盛行（監修）

清水あゆこ（編集・執筆）

赤澤 英子（絵）

ほるぷ出版

2021年12月

4,950円 9784593102204　・　021
シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験 村山 士郎（著）

第4巻 最後まで、勝利を信じて

本土決戦、焼土と化した日本

新日本出版社

2021年12月

3,850円 9784406066235　・　210

アニメおさるのジョージ ちしきえほん マーガレット・レイ&ハンス・アウグスト・レイ（作）

たいようは すごい アナ・マイヤー（翻案）

山北めぐみ（訳）

金の星社

2022年3月

1,430円 9784323043166　・　543

国語「ちいちゃんのかげおくり」「ひとつの花」「た
ずねびと」で、戦争について様々な思いを抱く子
どもたちが、この本を読むことを通して、当時の
方たちが何を思い、どう生きたかを、より実感で
きる本。命の尊さを強く感じる本です。

だれも正解を知らない問題「フェルミ推定」で、こ
れからの時代を生き抜くための考える力を身に
付けることができます。２人の小学生と先生役
のロボットが会話形式で一緒に問題を考えてい
くため、とてもわかりやすくフェルミ推定を楽しめ
ます。

ジョージは、街で停電が起きたことをきっかけ
に、太陽光発電の仕組みや太陽の光でできるこ
とを学んでいきます。たくさんの豆知識に加え、
学んだことをいかしてピンチを乗り越えようとす
るジョージの姿が魅力的です。

内容・書評

おにやんまの目線で描かれた絵は、おにやんま
の目線で夏の空を冒険している気分になれま
す。所々に書かれたおにやんまの生態は、子ど
もたちにとっても興味深く、わくわくしながら読め
る本です。また、虫たちも、一生懸命生きている
ことを感じます。

手作業で和ろうそくを作り続けている「職人」松
井さん。人々の生活を豊かにするため、知恵を
つないで和ろうそくを作る職人さんたちが抱いて
いる自然への感謝の心を感じ、ものを大切にし
ようとする心も育ちそうです。

インターネットやスマートフォンの普及により、小
学生自身が誰かの著作権を侵害してしまう可能
性があると同時に、誰かに著作権を侵害される
状況になっています。マンガと図解で著作権を
自分事として学ぶことができる図鑑です。

書名
ISBN・NDC

学習図書
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