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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。
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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）

ちいさなちいさな

ニコラ・デイビス（文）

めにみえないびせいぶつのせかい

エミリー・サットン（絵）
越智 典子（訳）
ゴブリン書房
2014年8月

ISBN・NDC

私たちの身の回りにいる，目には見えない小さ
な小さな生きもの － 微生物。困った微生物も
いますが，ほとんどは，人間が生きていくために
必要なものを作り出してくれています。微生物の
生態を小学生にも分かりやすく解説してくれる
絵本です。
9784902257304 ・ 465

1,500円

森こびとのニムだいかつやく

内容・書評

勝山 千帆（作・絵）

徳間書店

森のおくの小さなきりかぶに住む「森こびと」の
ニム。ニムの仕事は森で迷った人間を助けるこ
とでした。今日もお父さんとはぐれた男の子が助
けを求めています。勇気いっぱい，知恵いっぱ
いの小人のニムの活躍を描いた絵本です。

2014年6月

9784198638191 ・ 913

1,400円

しゅくだいさかあがり

福田 岩緒（作・絵）

(PHPとっておきのどうわ)

PHP研究所

「もう，練習なんかするもんか！」ゆうたは，さか
あがりができない。なんどやってもまわれない。
練習につきあってくれたさとしに八つ当たりして
しまった。父も母も心配してくれているのに。さと
しと父の助けをかりて，ついにできた！！

2014年6月

9784569784021 ・ 913

1,100円

ひみつのかんかん

花山 かずみ（作）

偕成社
2014年8月

まなつのみみず

とても古そうなお菓子の空きカン。その中にはひ
いばあちゃんの宝物が入っている。そして，一つ
ひとつに，ひいばあちゃんの思い出がつまって
いた。主人公と一緒にわくわくしながら昔の話を
聞いてみましょう。

1,200円

9784033520506 ・ 913

すとう あさえ（作）

2014年7月

みみずのにょろべえは，今日も元気に畑を耕し
ています。みみずの仕事は，いい土をつくるこ
と。そんなある日，友だちのにょろぞう達に危険
が迫っていて…。土の中で頑張っているみみ
ず。そんなみみずの世界をのぞいてみません
か。

1,300円

9784333026678 ・ 913

かつらこ（絵）
佼成出版社
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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）

七夕の月

佐々木 ひとみ（作）

(ポプラ物語館)

小泉 るみ子（絵）
ポプラ社
2014年6月

(文研ブックランド)

ページ数・規格・NDC

おまつりは，人の心をつなぐ。「仙台七夕まつ
り」は，戦争や震災で傷ついた人々を励ましてき
た。これは七夕かざりを長年作りつづけてきた
おばあちゃんの想いを受けつごうとする二人の
少年の物語。仙台まつりの朝，少年たちが目に
したものとは…。
9784591140130 ・ 913

1,000円

ぼくのマルコは大リーガー

内容・書評

小林 しげる（作）
末崎 茂樹（絵）
文研出版
2014年7月

引っ込み思案で，オネショが悩み，ゲームばか
りしている敬介。両親からの誕生日プレゼントに
子犬をもらう。夜鳴きを心配し，家出されて『母を
たずねて』のマルコと命名。好意を持っているシ
オリとマルコに野球を教えて共に成長していく物
語。
9784580822382 ・ 913

1,200円

犬をかうまえに

赤羽 じゅんこ（作）

(文研ブックランド)

つがね ちかこ（絵）
文研出版

犬が大好きな空斗。でも，空斗には，小児ぜん
そくの弟がいて，犬を飼うことができない。あき
らめかけた空斗に散歩ボランティアの話が…。
しかし，現実はうまくいかないことばかり。犬と向
き合う中で，成長していく少年の物語。

2014年10月

9784580822245 ・ 913

1,200円

光と音のない世界で

池田 まき子（著）
「男版ヘレン・ケラーになりそうや…」「世の中に
はぼくと同じように，病気やけがなどで，光と音
のない世界にいる人が，ほかにもきっといると思
う。この苦しみを，そのような人たちのために役
立たせなさい」ぼくの使命は『生きること』

盲ろうの東大教授・福島智物語
(ノンフィクション・生きるチカラ17)

岩崎書店
2014年8月

9784265083046 ・ 369

1,400円

ふしぎねこりん丸

竹内 もと代（作）

(おはなしさいた)

松成 真理子（絵）

アリス館
2014年10月

大好きなすずさんは入院。すずさんに会いたい
ねこのりん丸は病院を探しまわる。途中出会う
日本人形，お手玉，つづみ。話ができるはずの
ないのにりん丸とは話せる。いつしか忘れかけ
られていたその存在，おもいがりん丸のお陰で
持ち主に伝わっていく。
9784752006916 ・ 913

1,400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）

あたしたちのサバイバル教室

高橋 桐矢（作）

(ポプラポケット文庫)

２８３（絵）

ポプラ社
2014年8月

ページ数・規格・NDC

学校に行けなくなった「未来」に「小学生夏期特
別アシストクラス」で出会った真名子先生がいじ
めっ子がいる学校で生きていくための技を教え
てくれる。先生の衝撃的な体験が生かされてい
る。未来がすこしずつ前向きに生きていく話が
感動させる。
9784591140932 ・ 913

650円

六千人の命を救え!

内容・書評

白石 仁章（著）
第二次世界大戦中，命の危険を感じて助けを求
めてきたユダヤ人の人々にビザを発給し続けた
外交官・杉原千畝の一生を描いたノンフィクショ
ンです。彼が救った命は六千を超え，その「善意
のバトン」は現在にも受けつがれています。

外交官・杉原千畝
(PHP心のノンフィクション)
PHP研究所
2014年7月

9784569784106 ・ 289

1,400円

アニー

トーマス・ミーハン（作）

（児童図書館・文学の部屋）

ジュリア・ヌーナン（絵）
武田 信子（訳）
あすなろ書房
2014年11月

9784751524794 ・ 933

1,400円

捨て犬・未来、命の約束

今西 乃子（著）

和牛牧場をたずねて

浜田 一男（写真）

(ノンフィクション・生きるチカラ)
岩崎書店
2014年10月

ぼくの、ひかり色の絵の具

西村 すぐり（作）

(ノベルズ・エクスプレス)

大野 八生（絵）

ポプラ社
2014年10月

写生の時間，なっとくのいかない絵を描かされ
たユク。傷ついたユクは，その絵をひきさいてし
まう。しかし，花が大好きな少女ハズネからはげ
まされ，しだいに絵を描くことの意味，喜びを理
解していく。自分自身と大切な友達を発見する
成長物語。
9784591141526 ・ 913

1,300円

キャンピングカーは北へ

「犬やネコの命と牛や豚の命は違うのか。」の答
えを求め，捨て犬・未来が和牛牧場を訪れる。
牧場主の田中さんの仕事や想いを知る中で，命
を感謝して頂くという本当の意味や，人間が動
物に果たすべき責任と守るべき約束について深
く考える一冊。
9784265080366 ・ 645

1,300円

ロード

「すぐむかえにまいります」置き手紙に書かれた
両親の言葉を信じ，孤児院の仲間たちと力強く
暮らすアニーがついに，外界に飛び出した。
様々な人々と出会う中で波瀾万丈の人生が，心
の通い合いを伝えている。信頼できる人の支え
に感動する一冊。

山口 理（作）
佐藤 真紀子（絵）

(文研じゅべにーる)
文研出版
2014年7月

父のリストラによりバラバラになりかけている家
族が，日本最北の礼文島を目指し旅する物語。
問題に直面する度に，主人公が自分自身を見
つめ直し，家族の中の役割を見つけていく。思
春期目前の子どもたちにとって共感する部分が
多い本だと思う。
9784580822252 ・ 913

1,300円
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中学生向け
書名
（シリーズ名）

偽りの王子
(カーシア国三部作)

著者
出版社
発行年
定価（税抜き）

学習障害のある少女の挑戦

2014年10月

ジーで『カーシア国 三部作』の１巻目。孤児院に暮ら
す４人の少年が，怪しい男によって集められる。その
男の狙いは，偽の王子をしたてあげて，国の王座を
奪おうとするもの…。最初の十数ページは，社会に対
して反抗的な態度ばかりとる主人公，「セージ」の姿
に，少し嫌悪感を感じるが，読み続けるうちに奇抜な
展開を見せる物語から目が離せなくなる。ドラゴンや
スライムなどが出てこないファンタジーも「いいな」と
思える。男女を問わず薦められる一冊。

1,700円

9784593534920 ・ 933

橋本 恵（訳）

漆原 智良（文）
岡本 美香（絵）
アリス館
2014年6月

一目で分かる障がいの場合には支援の方法も
すぐに考えられるが，学習障がいの場合は周囲
の理解がなかなか得られない。相手を理解する
為には，正しい知識を得ることが大切である。少
しの配慮で，誰もが自分らしく生きられることが
分かる。
9784752006756 ・ 916

1,400円

文学少年と運命の書

ページ数・規格・NDC

ジェニファー・A・ニールセン（作） 「ＮＹタイムズベストセラー」にもなった，人気ファンタ

ほるぷ出版

スワン

内容・書評

渡辺 仙州（作）

(TEENS'ENTERTAINMENT)

ポプラ社
2014年9月

玉策には天命を変える力がある。山賊に盗まれ
崖下へ落ちた玉策は少女の姿となり，読書好き
の青年呉承恩と出会う。玉策の力を利用しよう
とする者たちと戦っていく。玉策と呉承恩との純
朴な恋心も読んでいてほのぼのとする物語であ
る。
9784591141151 ・ 913

1,400円

夏の朝

本田 昌子（著）

(福音館創作童話シリーズ)

木村 彩子（絵）

福音館書店

祖父の一周忌の法要に出席するため，祖父の
家を訪れた莉子。庭の蓮が花開く時，莉子は過
去へとタイムトリップしてしまう…。過去と現在を
行き来しながら，莉子をとりまく人々の「想い」が
つながってゆく，心温まる物語。

2014年5月

9784834081015 ・ 913

1,700円

わたしの心のなか
(この地球を生きる子どもたち)

シャロン・M.ドレイパー（著）
横山 和江（訳）

鈴木出版
2014年9月

相手に何か障がいがあると，つい私達は「相手
は可哀想な人だから，助けてあげなくちゃ」と思
いがちであるが，その思いがいかに傲慢である
かを思い知らされ，これまでの認識が覆される
一冊である。相手の立場に立つことを深く考えさ
せられる。
9784790232940 ・ 933

1,600円
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★学習図書★
書名
（シリーズ名）

言葉は大事だ!じてん 1
あいさつ・マナー・敬語

著者
出版社
発行年
定価（税込み）

倉島 節尚（著）
荒賀 賢二（絵）

日常生活編
新日本出版社
2014年10月

PHP研究所（編）

世界遺産・伝統文化からおみやげまで

(楽しい調べ学習シリーズ)
PHP研究所
2014年8月

生きものつかまえた
らどうする?

ひとのからだ

「ごちそうさま」の「ご」や「さま」は何か，「おやす
みなさい」の「～なさい」は命令なのかなど，言
葉の大切さを考える本。絵や説明がとてもわか
りやすく，読みやすい。敬語や日本語独特の表
現についてのコラムもあり，小学生向けの本。

「世界遺産をめぐる」「伝統文化を体験する」「食
文化を味わう」など，テーマや目的別に京都を
紹介しています。地図付きのおすすめルートも
載っているので，班別タクシー行動の計画も立
てやすく，調べ学習にぴったりの一冊です。

3,000円

9784569784168 ・ 291

秋山 幸也（文）
松橋 利光（写真）
こば ようこ（絵）
2014年6月

つかまえたらどうする？ 本当にその通り。カエ
ルをつかまえたらどうするのか，まずこの本を読
んでから持ち帰ってきてほしいものです。きれい
な写真，かわいいイラスト，読みやすくてために
なる，生きもの好きにはぜひ読んでほしい本で
す。

1,500円

9784035272007 ・ 480

偕成社

めくってわかる!

ページ数・規格・NDC

9784406058261 ・ 815

2,500円
よくわかる修学旅行ガイド京都

内容・書評

クライブ・ギフォード（著）
ページをめくると，次々とヒトの体の中身が表れ
戸田 一雄（監修）
て，どんなはたらきをしているのか，わかりやす
マーク・ラッフル（絵）
く解説されています。筋肉，骨，内臓の位置や
形がリアルで，一目で体の構造がわかり，まる
岩崎書店
で人体解剖をしているかのようです。
2014年6月

9784265850655 ・ 491

2,000円

憲法はだれに向けて
書かれているの?

菅間正道（著）

(はじめて学ぶ憲法教室)
新日本出版社
2014年6月

なんでもあらう

2,500円

9784406057943 ・ 323

鎌田 歩（作）

2014年5月

自分のくつや自転車を洗うように言われたけん
ちゃんが，ヘルメットをかぶったおじさんに会い，
物がよごれたままだと危険であり，安全のため
に洗うということを教えてもらう。道路をきれいに
する車，電車や飛行機の洗い方などが，わかる
本。

1,200円

9784834080940 ・ 536

のりものとはたらく人
(ランドセルブックス)
福音館書店

遊園地を科学しよう!

憲法は「難しい」「意味がよくわからない」と思っ
ていても，この本の「問い」に対し，答えを考えて
いくスタイルが，わかりやすく，読み進めやす
い。憲法について少しでもイメージが変わった
り，学んでみようと思ったりすることができる。

八木 一正（監修）

力とエネルギーのひみつを探る
(楽しい調べ学習シリーズ)
PHP研究所
2014年7月

遊園地の乗り物（アトラクション）のしくみを，写
真や図を使ってわかりやすく紹介しています。
「逆さになっても落ちないのはなぜ？」「スリルが
増すのはどの位置？」など，クイズや実験が
載っていて，科学や物理の勉強になります。
9784569784120 ・ 689

3,000円
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