
もうすぐふゆがやってきます。カエルのおやこは、

いなかのおばあちゃんちでふゆごもり。あら、たいへ

ん！ハトのひこうきがねむってしまい、とばなくなっ

てしまった。でも、かわりによういされたのは…。「わ

ー、すごい！！！」カエルぼうやは、大はしゃぎ！？

ドキドキのそらのたびへ、さあ出かけよう。 

 

ぽっぽこうくう 

 

もとやす けいじ著 

佼成出版社 

2017 年  \1,300- 

砺波市の小・中学校で 

子どもたちのそばで読書を見守る 

学校司書が選んだ、家族で読むのに 

おすすめの本を紹介します。 

（表示の金額は 2019 年 11 月時点の本体価格です） 

王さまがおでかけの日。けらいたちは、ごうかな王

さまのへやであそんでいました。まだまだじかんがあ

るとおもっていたのに、王さまがよていより早くかえ

ってきた！「１００びょうで、へやをかたづけろ！」

１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０…もとど

おりにできたかな？へやをよくみてみると…。 

  

おうさまがかえってく

る 100 びょうまえ！ 

 

柏原 佳世子作   

えほんの杜 2018 年  \1,400- 

発  行：砺波市教育委員会 
 

   発行日：２０１9．１１．２６ 

   編  集：砺波市立図書館 

ナージャはロシア人の女の子。ロシア・イギリス・

フランス・アメリカ・日本の小学校にかよいました。

国によって、日本とちがうところがたくさんありま

す。学校で朝ごはん!?ソファーのある教室!?あなた

はどんな学校がいい？ナージャといっしょにたんけ

んしてね。カラフルなイラストもすてきです。 

  

ナージャの５つのがっ

こう  
 

キリーロバ・ナージャぶん，

市原 淳え  

大日本図書 2018年  \1,400－  

１ 

大みそかの夜、ぼくはお父さんと静かでまっ暗な道

を歩きお寺にやってきた。「12 じまであとなんぷ

ん？」と年明けを気にしながら甘酒を飲み、香炉のけ

むりをうける。ゴーンとかねの音。新年を迎えるわく

わく感。そしていよいよ鐘をつく順番になり…。日本

の伝統的なゆく年くる年の景色を描く版画絵本。 

 

じょやのかね 

 

とうごう なりささく 

福音館書店   
2017 年  \1,200－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが大すきなポテトチップスはどうやってで

きたと思う？それは、今からおよそ１７０年前、ア

メリカのあるレストランでのこと。コックのクラム

さんにこだわりやのフィルバートさんがポテト料理

を注文したのがきっかけ。フィルバートさんのだめ

だしにクラムさんのいたずら心に火がついて…。 

 

せかいでさいしょのポテト

チップス 

 

アン・ルノー文，フェリシタ・

サラ絵，千葉 茂樹訳 

BL出版  2018 年  \1,500- 

ひとりぼっちのねずみモナは、はげしい嵐の中オオ

カミの追手をのがれ川に落ちてしまう。流れついたの

は、深い森のおくにそびえ立つ大木の根元。木の幹に

両親のかたみのカバンに彫られたのとそっくりなハ

ートを見つけ、思わず手をふれた。すると、ドアが開

き…。モナの冒険と活躍に元気をもらえる物語。 

 

ハートウッドホテル  

１～３ 

 

ケイリー・ジョージ作，久保 陽

子訳，高橋 和枝絵 

童心社 2018年  各\1,300－ 

セロはクリスマスが大きらい。クリスマスなのにこ

どくなのです。お母さんはデパートの仕事がいそがし

く、お父さんも毎年留守。「お父さんはなぜ冬になる

と家にいないの？」とたずねると、お母さんはおどろ

くべき秘密を明かしました。やがて友達の一言からク

リスマスの本当の意味に気づいたセロは…。 

 

クリスマスがちかづくと 

 

斉藤 倫作，くりはら たかし画 

福音館書店   

2017 年 \1,300－ 

  「なりたいものになれる女の子は、どうして少ない

の？」マーガレットは考えました。読書や美術、宇宙

のことなどに興味を持ち、大好きな数学を一生けん命

勉強するうちに、コンピューターに出会います。人類

初の月面着陸という難しい計画に、ねばり強く立ち向

かった女性プログラマーの伝記絵本です。 

 

月とアポロとマーガレット 
月着陸をささえたプログラマー 

ディーン・ロビンズぶん，ルー

シー・ナイズリーえ，鳥飼 玖

美子やく 

評論社  2018 年 \1,500- 

わたしたち火星人はタコににています。なぜかっ

て？それは海にすんでいたから。ところが火星に水が

なくなってしまったのです。地球人がカレーを火星に

持ちこんだせいなのです。――ほんとうかな？この本

をよめば、宇宙人たちのひみつがわかります。ほんわ

かした絵とトボケた文がぜつみょうです。 

 

火星のカレー  宇宙人たち

のひみつ 

 

斉藤 洋作，高畠 純絵 

講談社   

2019年  \1,300－ 

かんこのうちはとんがり山のふもとのとうふやさ

ん。この春はじめて自分の店をもったお父さんは味

に自信がもてずなやんでいました。そんなとき、２

ひきのきつねがあらわれてふしぎな歌をうたいま

す。♪大豆はえらい まるがしかくにならっしゃる

♪  さて、おいしいとうふはできるかな？ 

 

とうふやのかんこちゃん 

 

吉田 道子文，小林 系絵 

福音館書店   

2017 年 \1,300－ 

「じぶんできめるじぶんのうち」夏のはじめの晴

れた朝。ピスケはたったひとりで旅に出ます。お父

さんが教えてくれたことは、まわりにきちんとあい

さつをすること。気にいった場所を見つけたら聞い

てみます。「ここにすんでもいいですか」ピスケは

自分のうちを見つけられたでしょうか？ 

 

小さなピスケのはじめての

旅 
 

二木 真希子作・絵 

復刊ドットコム 

2018 年  \1,850- 

２ 

つららが出来あがってゆく様子やいろいろな場所

でのすがたが楽しめる写真絵本。そえられた言葉は詩

のような心地良いリズムなので、声に出して読みたく

なります。つららを作る実験や日本各地のおもしろい

呼び方も紹介されています。寒い朝、つららを見つけ

たら思わずじっくり観察してしまいそうです。 

 

つらら みずとさむさとちき

ゅうのちから 
 

細島 雅代写真，伊地知 英信文

ポプラ社  

2019 年  \1,500- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サトシとトオルはマネキンの頭を川で拾った。学校

へ持って行き先生をおどろかせたものの処分に困り

はてる。教室に持って行くとみんなはきゃあ～と大さ

わぎ。このマネキンをどうしよう？話し合った末、体

を作って四年二組のメンバーとしてむかえ…。岡山の

小学校での出来事をもとに書かれたお話です。 

 

マネキンさんがきた 
 

村中 李衣作，武田 美穂絵 

BL出版 

2018 年 \1,300- 

飼い主にいじめられて捨てられた子犬。警察犬の

指導をしている鈴木さんの家にひきとられ、アンズ

と名づけられました。鈴木さんに大切にされて、ア

ンズは元気をとりもどしていきます。コツコツと訓

練をつみかさね、やがて警察犬の試験をうけること

に！がんばるアンズを応えんしたくなります。 

 

警察犬になったアンズ  命
を救われたトイプードルの物

語 
 

鈴木 博房著 

岩崎書店  2016 年 \1,300- 

毎日使っているトイレだけれど、知らないことが

いっぱい。昔はどんなトイレ？今は紙でおしりをふ

いているけれど昔の人は何を使っていたんだろう？

中世ヨーロッパでの日傘やヤマタカ帽、香水、ハイ

ヒールのおどろきの役割とは？知ってビックリ！お

もしろい！トイレのいろんなことが分かるよ！ 

 

くらしの中のトイレの歴史 

 

しおうら しんたろう作・絵 

ポトス出版   

2019 年 \1,500- 

転校生の萌花、不器用な琴海、責任感のある克哉を

中心にクラスでいどむ「30人31脚」。足が速い子も

おそい子もさまざまな思いをかかえながらも、みんな

で目指すタイムは50メートル8秒台！心をひとつに

して、はじめの一歩をふみ出すことができるのか？卒

業前の6年生が築く仲間との最高の思い出とは？ 

 

ぼくらの一歩 ３０人３１

脚  
 

いとう みく作，イシヤマ アズ

サ絵 

アリス館  2018年  \1,400- 

 
 

むかしむかし…ではじまるみんなが知っている

かぐや姫。今から千年以上前、平安時代につくられ

た日本ではじめての物語といわれています。ひかり

かがやく美しい姫と姫に恋した五人の貴公子。ラス

ボス帝も登場！かぐや姫をめぐる恋バナからお宝

を求めての冒険まで盛りだくさんで楽しめます。 

 

竹取物語 虫めづる姫君 

 

越水 利江子文，小坂 伊吹絵，

いのうえ たかこ絵，加藤 康子

監修  

学研 2017 年  ￥940- 

 
新しく令和の時代を迎えました。国のいしずえの

日本国憲法についていろいろな動きがあります。「憲

法とは『国民から国への命令書』だと知っています

か？」と著者は語りかけています。『憲法くん』につ

いてみんなで考えませんか？今の平和を未来へ託す

バトンとして子供達にこそ読んでほしい１冊です。 

 

憲法くん 

 
松元 ヒロ作，武田 美穂絵 

講談社  

2016 年 \1,400- 

親友の菜子がいじめられているのに標的になるのが

怖くてそのいじめに力を貸してしまった菜菜子。罪の

意識から下校中に突然泣きたい衝動に襲われます。そ

んなピンチの時、目に入ったのがぎりぎり書店。店に

入れば、男の子の店員がおでむかえ。この書店、来る

のはなぜかせっぱつまった人ばかりなんです。 

 

ぎりぎりの本屋さん 
 

まはら 三桃，菅野 雪虫，濱野 

京子，工藤 純子，廣嶋 玲子著

講談社  

2018 年 \1,400- 

内気なエイミーのたった一つの楽しみは、放課後図

書室で本を読むこと。ところがある日、大好きな本が

『子どもにふさわしくない本』として貸出禁止になっ

てしまう。「こんなのおかしい！」エイミーは友だち

と協力して、ある作戦をたてるが、それをきっかけに

大騒動に。最後までハラハラドキドキの展開です。 

 

貸出禁止の本をすくえ！ 

 
アラン・グラッツ著，ないとう ふ

みこ訳 

ほるぷ出版  2019 年 \1,500- 

３
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思い通りにならない人生。いろんなことに気を使

ったり、気にしすぎたりして疲れてしまうことあり

ませんか？そんな気持ちを引きずらない考え方のコ

ツが書かれています。ゆるい猫のマンガと、優しく

語りかけるようなアドバイスがあなたの心をラクに

してくれます。大切な自分を守ってあげましょう。 

 

多分そいつ、今ごろパフェ

とか食ってるよ。 
 

Jam著，名越 康文監修 

サンクチュアリ出版 

2018 年 \1,100- 

「どんなものでも十年間預かります。あなたの寿命

一年分いただければ…」ここは時の魔法使いとかわい

い執事猫のいるお店「十年屋」。寿命を払って預けた

物。年月を経て、品物に込められていた大切なことに

気づいた受取人は、新たな一歩を踏み出します。ただ

し魔法使いとの約束をやぶると大変なことに…。 

 

十年屋 １～３ 

 

廣嶋 玲子著，佐竹 美保 絵 

静山社 
2018 年～  各\1,200- 

 

  高校生が運営する水族館！？愛媛県に実在する学

校が舞台です。生き物が相手で思い通りにいかない

ことも多い。けれど、続けられるのは見にきたお客

さんに喜んでもらえるのが本当に楽しいから。繁殖

や研究にも取り組み、世界の研究者も驚く成果を上

げている水族館部。彼らの活動に元気がもらえます。 

 

長浜高校水族館部！ 
 

令丈 ヒロ子文，紀伊 カンナ絵 

講談社 

2019 年  \1,500- 

2人いれば意見も 2つ。お互いの違いを認め合い、

答えを探し出す「考える力」が求められています。

部活で練習をサボっていても上手ならレギュラーに

なれる？男女平等と言いながら「レディスデー」が

あるのはなぜ？様々な事例をいろいろな立場から考

え、家庭で語り合うきっかけになる内容です。 

  

生きるための「正義」を考

える本 
 

押谷 由夫監修 

学研   

2019 年 \4,200- 

大きな時計塔のある不思議な洋館。カラクリ好きの

大富豪は自分が作った地下迷路から出られなくなり、

次の持ち主も殺され、人々からは「幽霊塔」と呼ばれ

ていた。主人公光雄が出会った謎の美女秋子。次々と

起こる事件。光雄は秋子を救えるのか。宮崎駿が「カ

リオストロの城」の元となった本と語るお話。 

 

幽霊塔 
 

江戸川 乱歩著,宮崎 駿 カラ

ー口絵 

岩波書店 2015 年 \2,000- 

友人の居酒屋で昼間フリースクールを開く明也。無

愛想だが自分と似た亮我を放っておけない。スクール

に通うのは事情も年齢も様々な生徒達。彼らは互いに

関わりそれぞれに何かを見つけて進みだす。そして明

也も…。“ひとりじゃないよ”そんな声が聞こえてき

そうで胸の中がじんわりと温かくなります。 

 

迷い鳥たちの学校  居酒屋

すずめ 
 

桜井 美奈著 

文響社 
2018 年 \1,480- 

身近だけど意外と知らない雲のことや、空で起き

る様々な現象を知る手がかりが詰まった 1 冊。美し

い写真は圧巻。親しみやすい解説で、メカニズムか

らいざという時身を守る知恵までも楽しみながら

学べます。読めば新しい発見がたくさんあるはず。

誰かと一緒にゆっくり空を見上げてみませんか？ 

 

世界でいちばん素敵な雲の

教室 
 

荒木 健太郎著 

三才ブックス  

2018 年 \1,500- 

 

「こころはだれにも見えないけれど、こころづかい

は見える」東日本大震災当時テレビで流れていた詩。

その作者宮澤章二が中学生のために書いた詩集。言葉

に込められた深い愛情がきっとあなたにも届くはず。

「おかえりのひと言で明るくなる ただいまのひと

言で暖かくなる」見守る大人達の心にも響きます。 

 

行為の意味 新装版 青春前

期の君たちへ贈る心の詩  
 

宮澤 章二著 

ごま書房新社  

2018 年 \1,100- 

４ 


