≪ 幼
児 ≫
図書館からのおすすめの本
どうぶつドドド
矢野 アケミ／作・絵

鈴木出版

ねずみをちょこりと置いて、となりにうさぎをぴょこんと置
いて…。つぎつぎに並んだ動物たち。それからどうなる？

擬

音としかけが楽しい絵本です。

なにかいる！どこにいる？
ネイチャー＆サイエンス／編

河出書房新社

雪の中、木の上、砂の中…。なにかがかくれているよ。かく
れんぼの得意な動物を見つけよう！

見つけてうれしい、知っ

ておどろきの写真絵本。

ドライバーマイルズ
ジョン・バーニンガム／作
谷川 俊太郎／訳

ＢＬ出版

ノーマンが飼っている犬・マイルズは困り者。でも車にのっ
ておでかけするのは好き。となりのハディさんが、マイルズの
ために車を作ってくれた。ノーマンとドライブするんだ。

ぱーおーぽのうた
きくち ちき／作・絵

佼成出版社

「のっち のっち うたお ぱーおーぽ」小さなゾウが歩きは
じめると、他の動物たちが集まり、地面を踏み鳴らす大行進に
なります。声に出して読みたいリズミカルな本。

きょうはそらにまるいつき
荒井 良二／著

偕成社

ベビーカーにのった赤ちゃん、家に帰る女の子、山の中のク
マ、集まるネコたち…。ふと見上げると、空には丸い月。みん
なにやさしく月の光がふりそそぎます。

≪ 小学校 低学年 ≫
図書館からのおすすめの本
まほうのバス
中島 和子／作

金の星社

江田 ななえ／絵

オレンジ色のバスのしごとは今日でさいご。「さみしいな
あ」と思ったバスは、自分のすきなように走りはじめました。
ところが山道で泣いているこぎつねを見つけて…。

わたしのそばできいていて
リサ・パップ／作

ＷＡＶＥ出版

菊田 まりこ／訳

マディは字を読むのが苦手な女の子。声を出して読むたび
に、クラスのみんながクスクス笑う。そんなマディが、図書館
で犬のボニーに本を読んであげることになります。

さかなだってねむるんです
かつとし

伊藤 勝敏／写真

やす こ

嶋田 泰子／文

せ のう

瀬能 宏／監修

ポプラ社

夜になると、魚もねむります。てきに見つからないよう、体
の色をかえたり、すきまにもぐりこんだり。泳ぎながらねむる
魚もいるんです。魚たちがねむる様子をとらえた写真絵本。

干したから…
もりえだ

たか し

森枝 卓士／写真・文

フレーベル館

やさいやくだもの、肉や魚、カエルやコウモリ…。

日本だ

けでなく、世界中には「干したもの」がたくさんあります。生
活にかかせない干物について考えてみよう。

目でみることばのずかん
おかべ たかし／文
やまで たかし／写真

「ぶっきらぼう」はどんなぼう？
ビ」からできた？

東京書籍

「虫」という字は「ヘ

「火」と「ほのお」はどうちがう？

ばの意味や漢字のなりたちは、目で見たら分かる！

こと

≪ 小学校 中学年 ≫
図書館からのおすすめの本
世界一の三人きょうだい
グードルン・メプス／作
はたさわ ゆうこ／訳
山西 ゲンイチ／絵

徳間書店

３年生の女の子・マキシと、小さい弟・レオンは、大学生の
お兄ちゃんのアパートで１週間暮らすことになった。はじめて
のことがたくさんで、毎日が冒険みたい！

こころのともってどんなとも
も がみ

いっぺい

最上 一平／作
みやこし あきこ／絵

ポプラ社

夏休みに、“さと”は友だちの“じゅじゅ”の家にはじめて
おとまりをする。一緒に水風呂に入ったり、ホットケーキを焼
いたり…。女の子同士の友情をあたたかく描いたお話。

伝統食 ４７都道府県ビジュアル文化百科
ひろみつ

野崎 洋光／監修

丸善出版

愛知県の三河地方からは、豊川市のいなりずしや、豊橋市の
菜めしが紹介されているよ。日本全国には、どんな郷土料理が
あるのか見てみよう。

ふくはなにからできてるの？ せんいのはなし
佐藤 哲也／文
あみなか

網中 いづる／絵

福音館書店

いつも着ている服は、ウールやシルク、コットンなどから作
られています。どんなもので、どうやって衣服になっていくか
知っていますか？

おおふじひっこし大作戦
塚本 こなみ／文
いち の せき

けい

一ノ関 圭／絵

福音館書店

樹木医の塚本さんは、誰もやったことがない大きな藤の木の
ひっこしを引き受けました。ギプスで幹を守ったり、クレーン
で吊り上げたり…。さあ、ひっこしは成功するのでしょうか。

≪ 小学校 高学年 ≫
図書館からのおすすめの本
チキン！
いとう みく／作

文研出版

こがしわ かおり／絵
ひ

いろたく

ま

なか

トラブルをさけて生きてきた日色拓の日常は、真中さんが転
校してきて一変した。言いたいことははっきり言う。間違った
ことは許さない。そんな真中さんはクラスで浮いてしまい…。

岬のマヨイガ
かしわ ば

さち こ

柏 葉 幸子／著

講談社

さいとう ゆきこ／絵
もえ

か

き つねざ き

両親を亡くした萌花と、夫から逃げてきたゆりえは、狐崎で
震災にあう。身元をきかれて困る二人を助けたのはキワという
老婆だった。東北の妖怪たちも登場する日常ファンタジー。

ポンペイのひみつ 地中に埋もれたローマの古代都市
ティム・オーシェイ／著
りくようしゃ

六耀社編集部／編訳

六耀社

かつてイタリアにあり、火山の噴火で消えてしまった古代都
市・ポンペイ。遺跡の発掘を進めていくと、古代ローマ人の暮
らしや文化が明らかになっていく。

戦争がなかったら ３人の子どもたち１０年の物語
くにのり

高橋 邦典／著

ポプラ社

報道カメラマンが、2003 年のリベリア共和国の内戦で会っ
た 3 人の子どもたちの 10 年を描く。戦争は彼らから何を奪
い、何を残したのか。

寿命図鑑 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑
やまぐち かおり／絵

いろは出版

動物、植物、食べ物、機械、天体…。いつかはみんな死んで
しまう。324 個のいろいろな物の寿命と、寿命にまつわるエピ
ソードを紹介。

≪ 中
学
生 ≫
図書館からのおすすめの本
Ｑ→Ａ
草野 たき／著

講談社

「中学生活最後の学年です。これからどんな一年にしたいで
すか？」学校、塾、雑誌の懸賞…。朝子とクラスメイトが、ア
ンケートに答えていくうちに気付く自分の本当の気持ち。

人類やりなおし装置
じゅん

岡田 淳 ／著

１７出版

世の中に嫌気が差した博士は、兵器やお金、自動車などを植
物に変える装置を作ろうとする。しかし、植物に変えると困る
モノもある訳で･･･。完成したマシンがもたらす結末とは。

戦国武将キャラ図鑑
いとうみつる／イラスト
お

わ

だ

小和田 哲男／監修

主婦と生活社

日本史で有名な戦国武将を、ゆる～いイラストで紹介。どんな人物
で、どんな活躍をしたか。ステータスやエピソードなどを載せたキャラ
クター紹介形式で、楽しく戦国時代を学べる本です。

もしも地球がひとつのリンゴだったら
デビッド・Ｊ．スミス／文
スティーブ・アダムス／絵
千葉 茂樹／訳

小峰書店

月や太陽の大きさなんて想像が付かない。でも、地球をリン
ゴ大に置き換えれば･･･。惑星や歴史、エネルギー、時間とい
った様々な事物をスケールダウンして考えてみよう。

広島の木に会いにいく
石田 優子／著

偕成社

ヒロシマの原爆で被爆したのは人間だけではなかった。広島
の街には被爆した樹木が今も生き続けている。そんな樹木たち
を通して見えてくる原爆とはどんなものだろう。

≪ 高
校
生 ≫
図書館からのおすすめの本
アレグロ・ラガッツァ
あさの あつこ／著

朝日新聞出版
み

ゆ

ゆ

り

中学の時、フルートを諦めた美由は、高校では吹奏楽部には
か

さく

や

入らないと決めていた。しかし友里香と咲哉と出会い、また音
楽に触れて…。揺れ動く気持ちを描く青春小説。

星へ行く船 星へ行く船シリーズ １
もと こ

出版芸術社

新井 素子／著

19 歳の森村あゆみは、「ちょっとした事情」で地球を捨て
て火星へ家出中。宇宙船の中であやしい男たちと同室になり、
事件に巻き込まれることに…。シリーズ全 5 巻。
もっと知りたい！話したい！
ありのままのきみがいい １
ひ だか

セクシュアルマイノリティ

やすはる

日高 庸晴／著
サカイノビー／イラスト

汐文社

「セクシュアルマイノリティ」や「ＬＧＢＴ」という言葉を
正しく理解していますか？

心の性・体の性について、どんな

悩みを持っている人がいるのか解説します。シリーズ全 3 巻。

人生の答えは家庭科に聞け！
堀内 かおる／著
和田 フミ江／画

岩波ジュニア新書

みなみ の

南 野 忠晴／著

岩波書店

学生なら誰もが経験する悩みは家庭科で解決！？

家族や友

人、自分の生き方など、色々な悩みを持つ高校生も、悩んでい
ない高校生も、ぜひ読んで欲しい一冊。

たとえる技術
せきしろ／著

文響社

たとえることで、情景や感情をより鮮やかに伝えることがで
きる。文筆家・せきしろに学ぶ、たとえる技術。読んでから
「この本は○○のような本である。」とたとえてみよう。

≪ 一
般 ≫
図書館からのおすすめの本
窓から逃げた１００歳老人
ヨナス・ヨナソン／著
やな せ

西村書店

なお き

柳瀬 尚紀／訳

100 歳のアランは老人ホームから逃走した。ギャング団の大
金を奪い、追っ手が増える。爆弾作りの専門家で、過去にいく
つもの修羅場を潜り抜けてきたアランの珍道中。

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題
ジェーン・スー／著

幻冬舎

自称「未婚のプロ」の著者による、笑いと毒が満載のエッセ
イ。テーマは「女性」ですが、老若男女・既婚未婚問わず楽し
めること請け合いです。第 31 回講談社エッセイ賞受賞作。

ザ・パーフェクト 日本初の恐竜全身骨格発掘記
けん

土屋 健／執筆

よしつぐ

小林 快次・

櫻井 和彦・西村 智弘／監修

誠文堂新光社

北海道で見つかった恐竜の全身骨格化石…。それは日本古生
物界を揺るがす一大事件だった。日本初の全身骨格の発掘作業
を描く科学ノンフィクション。化石の公開が待ち遠しい。

彼らがいなくなる前に

BEFORE THEY PASS AWAY

ジミー・ネルソン／写真
か

な くら

のぶよし

神長倉 伸義／訳

パイインターナショナル

写真家である著者が、世界各地の少数民族を訪れ、伝統的な
生活をおくる彼らの姿を撮影。失われつつある風習や工芸品の
美しさを未来に伝える写真集。

翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サンダース／著・イラスト
前田 まゆみ／訳

創元社

日本語の「わびさび」など、他の国の言葉に翻訳したらうま
くニュアンスを伝えられない言葉たちに、ステキなイラストを
添えて紹介。

