
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税抜き）

ミルクが、にゅういんしたって?! 野村 一秋(文）

ももろ（絵）

くもん出版

2015年3月

1,200円 9784774322872　・　913

らくだいおばけがやってきた やまだ ともこ（文）

いとう みき（絵）

金の星社

2014年12月

1,100円 9784323073088　・　913

ないしょに かんぱい! 宮川 ひろ（文）

（かんぱい!シリーズ） 小泉 るみ子（絵）

童心社

2014年11月

1,100円 9784494020409　・　913

サルくんとバナナのゆうえんち 谷口 智則（作）

文溪堂

2014年11月

1,500円 9784799901083　・　913

けんかともだち 丘 修三（文）

（ひまわりえほんシリーズ） 長谷川 知子（絵）

鈴木出版

2015年4月

1,300円 9784790252870　・　913

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 ★
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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221回　平成27年7月

「ポスト太郎」を作り，自分の失敗，困ったこと，
悩んでいることを手紙で話せるようにした八木
先生。手紙に書かれた内容に，そっと返事を書
いたり，声をかけていねいに聞き解決していく。
クラス全員が安心して楽しめる不安解消のポス
ト太郎。

ISBN・NDC

内容・書評書名

かんたとつよしは，積み木遊びでけんかをし，
「絶交！」と言ってしまう。しばらくすると一人の
つまらなさを感じた二人が，いままで以上にな
かよくなる。けんかをして，あたり前にいた友へ
の思いを，あらためて確認する。親友って最
高！

ハムスターのミルクが，世話係のしんちゃんと一
緒に教室から消えてしまう。ミルクは病気だっ
た。さよこ先生が病院に連れて行く前に死んで
しまった。さよこ先生は，しんちゃんや子どもたち
に，真実を伝えられずなやみ誠実に話すことを
選ぶ。

ひっこみじあんなさとしは，ある日，不思議なお
ばあさんから願い事がかなう３枚のカードをもら
う。次の日の夜，見習いおばけのれいたろうが
あらわれ，本物のおばけになるための練習が始
まる。さとしとれいたろうの心温まる友情物語で
ある。

（シリーズ名）

一人ぼっちで楽しくないサル君。突然穴に落ち
てそこは遊園地。バナナ１本ずつ使い遊ぶ中，
一人ぼっちのウサギに気付く。二人が入り込ん
だお化け屋敷。抜け出すにはバナナ２本が必
要。しかし，残りは１本。ウサギとサルは，二人
でいることを決める。

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（税抜き）

宇宙への夢、力いっぱい! 若田 光一（著）

PHP心のノンフィクション

PHP研究所

2014年12月

1,400円 9784569784205　・　289

ジャネット ウィンター（著）

道傳  愛子（訳）

岩崎書店

2015年3月

1,600円 9784265850846　・　289

かぐやのかご 塩野 米松（文）

（こころのつばさシリーズ） はまの ゆか（絵）

佼成出版社

2014年11月

1,300円 9784333026807　・　913

堀米 薫（著）

（感動ノンフィクションシリーズ）

佼成出版社

2015年2月

1,500円 9784333027026　・　686

つばさ 大島 理惠（作）

（文研ブックランド）

文研出版

2015年4月

1,200円 9784580822634　・　913

マララとイクバルパキスタン
のゆうかんな子どもたち

きずなを結ぶ震災学習列車
三陸鉄道、未来へ

岩手県の三陸鉄道では，列車に乗りながら被災
地を見て防災について学べる「震災学習列車」
を運行している。三陸鉄道が大震災で受けた大
きな被害と，そこから全線開通を実現させるま
で，震災学習列車がつなぐ人々のきずなを紹介
している

内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

ＩＳＳ（国際宇宙ステーション）に長期滞在し，日
本人初のコマンダー（船長）という大役を務めた
若田宇宙飛行士。幼い頃からの宇宙へのあこ
がれを実現させた若田さんが，ＩＳＳ長期滞在中
の様子やコマンダーへの道のりを語っていま
す。

商店街で見つけた，二羽のツバメのひな。よわ
よわしくって，たよりない。だけど，真っ黒な目は
力強くぼくを見上げた。なんなんだ？　こいつ
ら！　ぼくは決めたんだ。この二羽は，ぼくが育
てよう。そして，いっしょに旅をするんだ。

書名

パキスタンのジュウタン業界の債務児童労働に
対し声を上げたイクバル。女の子が学校へ通う
権利を訴えていたマララ。子どもたちに希望を与
えた二人の勇気ある行動に心うたれる物語で
す。

学校からの帰り道，大声でないていた清香に，
竹のたばをかかえたおばあちゃんが話しかけて
きた。おばあちゃんはザル作りの名人だった。ま
ほうのような手さばきで，やわらかく形を変えて
いく竹を見るうちに，清香の心はしだいに安らい
でいく。
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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（税抜き）

ひがん花の赤いじゅうたん 宮内 純子（著）

（くもんの児童文学） 小坂 茂（絵）

くもん出版

2014年12月

1,300円 9784774322629　・　289

さくらいろの季節 蒼沼 洋人（作）

（teens' best selections）

ポプラ社

2015年3月

1,400円 9784591144459　・　913

山口 常夫（著）

岩崎書店

2014年12月

1,300円 9784265083060　・　369

食べているのは生きものだ 森枝 卓士（著）

（福音館の科学シリーズ）

福音館書店

2014年11月

1,300円 9784834081299　・　383

フラフラデイズ 森川 成美（文）

（文研じゅべにーる） つじむら あゆこ（絵）

文研出版

2015年3月

1,300円 9784580822696　・　913

めざせ! 災害救助犬
被災犬「じゃがいも」の挑戦

童話作家・新美南吉が生まれ育った愛知県半
田市岩滑。この町を流れる矢勝川の土手は，毎
年秋の一時期，たくさんのひがん花でまっ赤に
染まります。それは，悲惨な戦争から生きて
帰ったひとりのおじいさんの平和を祈るある思
いから始まりました。

スーパーで簡単に肉や加工品が手に入る今，
生き物の命を頂いているという実感が薄くなって
いる。しかし，他国では今も自分たちの手で動
物を調理し食べている。食べることと，生き物を
殺すということを深く考えることのできる作品。

小学５年生の雅は，祖母の付き添いでハワイ
へ。しかし，ハワイに着くと慣れない異国の地で
様々な問題と遭遇する。初めての"外国人"と
なった経験。ハワイでの出会い，そしてフラダン
スを通じた現地の友との交流が雅を成長させて
いく。

福島第１事故後に福島県飯舘村で生まれ，災
害救助犬を目指す雑種犬「じゃがいも」。試験に
何度落ちても諦めず，合格を目指し奮闘する姿
に共感を覚える。また，当たり前の日常の大切
さについても考えるきっかけを与えてくれる作
品。

小学６年生の女の子が友達との関係に悩みな
がら成長していく姿が書かれている。友と過ごし
た日々をなつかしむ姿，親友との別れ，うまくい
かない苦しさ，変わりたいと思う強い意志など，
共感できることがたくさんあり，心に響く内容で
ある。

書名 内容・書評

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC
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中学生向け
著者

出版社
発行年

定価（税抜き）

野馬追の少年、震災をこえて 井上 こみち（著）

（心のノンフィクション）

PHP研究所

2015年2月

1,400円 9784569784540　・　386

ゆめみの駅 遺失物係 安東 みきえ（作）

（teens’ best selections）

ポプラ社

2014年12月

1,400円 9784591142363　・　913

今西乃子（著）

ピースウィンズ・ジャパン（取材協力）

（ノンフィクション知られざる世界）
浜田一男（写真）

金の星社

2015年4月

1,300円 9784323060897　・　369

ラオス 安井 清子（著）

山の村に図書館ができた

（福音館の単行本）

福音館書店

2015年1月

1,500円 9784834081398　・　016

ぼくと象のものがたり リン ケリー（作）

若林 千鶴（訳）

鈴木出版

2015年3月

1,600円 9784790233060　・　933

貧困の中，母を助けようとサーカスに出稼ぎに
行くインドの少年とそこで違法に捕らえられた子
象。金もうけしか考えないオーナーの動物虐待
や厳しい仕事の中，少年と子象の絆は深まる。
鎖につながれた少年と子象は自由を手に入れ
られるのか。

「遺失物係に行ってみたらいいですよ」電車の中
で，知らないおばあさんに声をかけられた私。私
が失くしたのは「おはなし」だった－。失くしたお
話を探し，遺失物係でおはなしを聞くうちに，私
の心には，様々な感情の変化があらわれる。

命を救われた捨て犬 夢之丞
災害救助 泥まみれの一歩

（鈴木出版の海外児童文学
この地球を生きる子どもたち）

動物愛護センターで殺処分になる予定だった子
犬が命を救われ，災害救助犬候補として育てら
れるが，臆病でなかなか人になつかない。しか
し仲間の犬と共に訓練を受け，ついには災害救
助犬として広島土砂災害で働くまでに成長する
夢之丞の実話。

少数民族モン族の住む，東南アジア・ラオスの
山間の小さな村。この村に，子供が絵本と出会
う場をつくりたい。人との出会いから始まった図
書館づくりは，人々に支えられ，様々な困難を
のり越えて形になってゆく。その活動の日々を
描く。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

内容・書評

福島県南相馬市の伝統的な祭事「相馬野馬追」に関
わりながら暮らす西駿斗くんとその家族の生きる姿
が描かれている。地域の伝統，東日本大震災，動物
との絆…，さまざまな視点から，命を授かって懸命に
生きる人の姿が心に響く一冊である。

書名
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著者
出版社
発行年

定価（税込み）

よくわかる自衛隊 志方 俊之（監修）

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2015年4月

3,000円 9784569784670　・　392

絵本で学ぶ 松原 直美（著）

イスラームの暮らし 佐竹 美保（絵）

あすなろ書房

2015年4月

1,200円 9784751528013　・　167

ボクはじっとできない バーバラ エシャム（著）

マイク&カール・ゴードン（絵）

品川 裕香（訳）

岩崎書店

2014年11月

1,600円 9784265850822　・　378

たんぽぽ 荒井真紀（著）

金の星社

2015年3月

1,200円 9784323072739　・　480

言葉は大事だ!じてん 金田一 真澄（著）

あいさつ・マナー・敬語〈4〉 荒賀 賢二（絵）

手紙・メール編

新日本出版社

2015年1月

2,500円 9784406058292　・　815

 自分で解決法をみつけた
ADHDの男の子のはなし

心ならずも先生や友だちをイラつかせてしまう
ディヴィッドが，「注意・集中力向上カード」を考
えて先生に示すと，先生がほほえんでくれる。
障害のために受け入れてもらえない子の側か
ら，具体的な方法を示している絵本で理解を得
やすい。

日本では身近ではなく，様々な事件により，怖
いと思われがちなイスラーム。しかし，世界の
人々とよりよい関係を築くにはその国の人々の
習慣や考え方を正しく知ることが大切です。知っ
ておきたいイスラームについてやさしく学べる入
門絵本です。

「集団的自衛権」という言葉を聞かない日はない
今日，自衛隊はどういうものなのか，正しく知っ
てほしい。そのための資料の１つとしてこの本を
読んでみてはどうだろうか。戦争と平和につい
て考えるきっかけになるかもしれない。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名 内容・書評

冬，地面にはりつくように葉を広げて過ごすたん
ぽぽ。春になり，たんぽぽがどのように変化し，
仲間を増やしていくのか，細密画で描かれた絵
本です。たんぽぽの断面や花びらの１つ１つま
で，たんぽぽのすべてがわかります。

言葉についての知識が分かって言葉づかいに
自信が持てそう。現代ならではの電子メールの
マナーについても言及しており，これからの子ど
もたちに，ぜひ知っておいてほしい内容である。
今いちど，話している言葉を考え直す機会にし
よう。
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