
 大仙市立図書館

　　 市内検索　

親子で読みたいブックリスト

２０２２

図書館の職員が選びました。

対象の学年はおおよその目安です。



幼児
【内容紹介－TRCマークより】

書名 スキップ　スキップ 書名 ふゆじたくのおみせ
著者名 あまん きみこ 作　黒井 健 絵 著者名 ふくざわ ゆみこ 作
出版社 ひさかたチャイルド 出版社 福音館書店

内容

うれしいから、スキップするんじゃないよ。スキッ
プするから、うれしくなるんだよ-。スキップができ
るようになったえっちゃんは、みんなといっしょに
スキップをして…。えっちゃんと子猫のミュウの、
やさしい心の絵本。

内容

クマさんとヤマネくんは、ふゆじたくのおみ
せへ買い物に行きます。ふたりの心あたた
まる交流を描いた絵本。相手への思いが、
ページをめくるたびに伝わります。

所蔵館 仙北 所蔵館 大曲　西仙北　中仙　協和　仙北

書名 いたいときのおまじない 書名 はっけよーい
著者名 角野 栄子 作　よしむら めぐ 絵 著者名 ケロポンズ 作　いぬんこ 絵
出版社 小学館 出版社 ポプラ社

内容

ぷんぷん怒っているアコちゃんが石ころを蹴とば
すと、シロクマさんにぶつかってしまいました。大
きなこぶができて泣きそうなシロクマさん。困った
アコちゃんは、とっておきのおまじないをして…。

内容

ねずみちゃん、にわとりくん、くまちゃんと土俵で
対決しよう! 「はっけよーい」「のこった のこった!」
「えいっ!」の繰り替えしが楽しい、思わず張りてを
してしまう参加型おすもう絵本。

所蔵館 南外 所蔵館 大曲　協和

書名 4ひきのちいさいおおかみ 書名 おなまえ100

著者名
スベンヤ・ヘルマン 文
ヨゼフ・ヴィルコン 絵　石川 素子 訳 著者名 せべ まさゆき 作

出版社 徳間書店 出版社 偕成社

内容

夜、お母さんおおかみが食べ物を探しに出かけ
ているうちに、巣穴の外に出た、4ひきの子ども
たち。背の高いもみの木、輝く湖、ちいさい生き
物…。初めて森のなかを冒険するおおかみの子
どもたちの様子を描く、楽しい絵本。

内容

外周に ずらりと並んだ名前の中から、名前
を探してみよう。探し絵遊びもたっぷり楽し
める絵本。

所蔵館 太田 所蔵館 西仙北



幼児

書名 ばんそうこうくださいな 書名 ごめんねゆきのバス
著者名 矢野 アケミ 作 著者名 むらかみ さおり 作
出版社 ＷＡＶＥ出版 出版社 文溪堂　

内容

ばんそうこう屋さんを開いたうみちゃん。おでこを
木にぶつけたかえるくんや、背中を虫に刺された
りすちゃん、おしりをかきすぎたさるくんに、ばん
そうこうをはってあげました。へびくんもやってき
ましたが…。

内容

おねえちゃんを怒らせてしまっためぐちゃんの前
に、大きなくまが運転するバスが現れました。め
ぐちゃんは思わずバスに乗ってしまいましたが、
それは、乗客が「ごめんね」を言わなければなら
ない相手の家でとまるバスで…。

所蔵館 協和 所蔵館 南外

書名 森のくるるん 書名 よるのびょういん 

著者名 近藤 麻智子 作　長谷部 真奈見 作
齋藤 槇 絵

著者名 谷川 俊太郎 作　長野 重一 写真

出版社 そうえん社 出版社 福音館書店　

内容

りすのくるるんが動物に出会いハグをすると
その動物に変身していき…。物語とヨガの
ポーズを楽しめる絵本。 内容

朝からおなかが痛いと言っていたゆたか。夜に
なって高い熱が出た。お父さんは夜勤で勤め先
の新聞社に行っている。お母さんは119番で救急
車を呼び…。夜の病院の緊急手術の様子を、写
真と文章で描く絵本。

所蔵館 西仙北 所蔵館 神岡　協和

書名 おしっこ、うんこはどこにいく? 書名 おそうじロボットのキュキュ
著者名 中川 ひろたか 作　カワチ・レン 絵 著者名 こもり まこと 作
出版社 アリス館 出版社 偕成社

内容

どこの家にもトイレはあって、そこに住む誰もが
おしっこやうんこをする。とんでもない量のそれら
は、一体どこに行くんだろう? さあ、小さくなって、
トイレのその先を探検しよう。生活の「なぜ?」にこ
たえる、楽しい絵本。

内容

ロボットが行きかう町で毎日せっせと自販機コー
ナーをきれいにする、古い型のおそうじロボット
のキュキュ。ある日、雨がふって、キュキュはこ
われてしまいました。そしてリサイクルのトラック
に乗せられていき…。

所蔵館 大曲　神岡 所蔵館 太田



幼児

書名 おさるのえほん 書名 ありんこおみこし
著者名 いとう ひろし 作 著者名 にしはら みのり 作
出版社 講談社 出版社 小学館

内容

やさしい表現ながら深い思索がある「おさる」シ
リーズの3作品「おさるのかくれんぼ」「おさるの
おいかけっこ」「おさるのまねっこ」に描き下ろし
を加筆。ぼくがぼくであることの不思議をめぐる
物語。

内容

今日は年に一度の、ありんこまつりの日。この日
のために、アリたちはおまつりの準備をしてきま
した。おみこし、ししまい、屋台に、たいこに、盆
おどり。アリたちのまちにまったおまつりがはじま
ります。

所蔵館 中仙 所蔵館 中仙

書名 サンドイッチサンドイッチ 書名 パンダなりきりたいそう
著者名 小西 英子 作 著者名 いりやま さとし 作
出版社 福音館書店 出版社 講談社

内容

サンドイッチを作ろう! パンにバターを塗って、
しゃきしゃきレタスに真っ赤なトマト、大きなチー
ズをのせたら、次は何をのせようかな? おいしそ
うな食べ物が次々と登場。次のページが待ち遠
しくてならない楽しい絵本。

内容 なりきりたいそうはじめるよ。りょうてをうえにあ
げて、ぐーんとのびて。チューリップ、バナナ、ひ
こうき、おにぎり…。さあ、つぎはなにかな? ペー
ジをめくると、パンダたちがだいへんしんします。

所蔵館 大曲　中仙　仙北 所蔵館 大曲　太田

書名 はしる！新幹線　「スーパーこまち」 書名 おやすみゴリラくん
著者名 鎌田 歩 作 著者名 ペギー・ラスマン 作　いとう ひろし 訳
出版社 PHP研究所 出版社 徳間書店

内容

まりちゃんは、新幹線にのって、東京へあそびに
いきます。ヒュウウウウ…カタンカタン…。あっ、
うごきだした! 秋田から東京までをかけぬけるE6
系「スーパーこまち」の旅を、精緻なイラストで描
く。見返しに路線図あり。

内容

夜の動物園。管理人のおじさんが、動物たちの
オリを見まわります。「おやすみ、ぞうさん」「いい
ゆめみなね、アルマジロくん」。ところが、いたず
らもののゴリラくん、おじさんのカギを失敬し、オ
リを開けてまわった…。

所蔵館 大曲　神岡　西仙北　協和　南外　太田 所蔵館 大曲　中仙　協和　仙北



小学年

書名 なにがあってもずっといっしょ 書名 まっくろ
著者名 くさの たき 作　つじむら あゆこ 絵 著者名 高崎 卓馬 作　黒井 健 絵
出版社 金の星社 出版社 講談社

内容

オレはサスケ。イヌだ。サチコさんの家の庭に住
んでいる。だが、ある日、サチコさんが帰ってこ
ない。サチコさんを探しに出たオレに、いつも家
の庭に来るネコが「サチコさんを信じて待てばい
いじゃないか」と言い…。

内容

絵を描く授業で、男の子が画用紙をまっくろに塗
りつぶした。学校が終わっても、家に帰っても、
男の子は画用紙を何枚も何枚もまっくろにし続
けた。大人はみんな心配顔。でも、男の子が、
まっくろな画用紙を並べ始めると…?

所蔵館 大曲　協和　仙北　太田 所蔵館 神岡　仙北

書名 みんなとおなじくできないよ 書名 レッツもよみます
著者名 湯浅 正太 作　石井 聖岳 絵 著者名 ひこ・田中 作　ヨシタケ シンスケ 絵
出版社 日本図書センター　 出版社 講談社

内容

障害のある「おとうと」がいる小学生の「ボク」。お
とうとのことが好きだけれど、ちょっと恥ずかしい
気持ちもある。そんなぐちゃぐちゃな心と向き
合って、「ボク」がたどり着いた答えとは? 実体験
をもとにした物語。

内容

レッツは5さい。レッツはとうさんのひざの上で絵
本を読んでもらっていた。どうしてとうさんが読ん
でいるのかな? 字が読めるのに本を読んでもらう
のはへん? ひこ・田中&ヨシタケシンスケが描く、
新しい幼年童話。

所蔵館 神岡 所蔵館 南外

書名 あんしんえほん 書名 おちばのほん
著者名 高濱 正伸 監修　林 ユミ 絵 著者名 いわさ ゆうこ 著
出版社 日本図書センター　 出版社 文一総合出版

内容

病気・事故・犯罪など、身近な危険から「自分を
守れる子」になるための42の習慣を紹介した、親
子で読みたいしつけの絵本。できたことにチェッ
クを付ける「おやくそくリスト」も収録。

内容

季節をおって近所の公園から野山まで。落ちた
葉が、風や雨にさらされて、ミミズやダンゴムシ
に食べられて、大地の土になるまでの物語。登
場する120種類以上の落ち葉の解説付き。

所蔵館 西仙北　中仙　太田 所蔵館 仙北



小学年

書名 かあさんのしっぽっぽ 書名 おてがみほしいぞ
著者名 村中 李衣 作　藤原 ヒロコ 絵 著者名 こうまる みづほ 作　丸山 誠司 絵
出版社 BL出版 出版社 あかね書房

内容

怖い怒り顔のかあさん。ふうっと、かあさんの顔
がキツネに見えました。もしかしたら、かあさん
は、このキツネに食べられてしまったのかも…。
忙しいかあさんと結衣とのすれちがいとふれあ
いを、あたたかくユーモラスに描く。

内容

オオカミのギロンが魚をつっていると、郵便屋の
ヤギが配達をしていました。手紙をもらった動物
たちは大喜び。それを見たギロンは手紙がほしく
てたまらなくなり、キツネにどうすればいいのか
を聞き…。心あたたまるお話。

所蔵館 大曲　西仙北　協和　仙北 所蔵館 南外

書名 どろだんご、さいた 書名 たけのこなんのこ？
著者名 中住 千春 作　はせがわ かこ 絵 著者名 -
出版社 フレーベル館 出版社 ひさかたチャイルド

内容

引っこしのせいで、幼なじみのすずちゃんとさよ
ならした、はるか。すずちゃんからもらったどろだ
んごを大事にしていましたが、新しくできた友だ
ちのあみちゃんが、うっかり割ってしまって…。

内容

1日に1mも伸びて、アスファルトも突き破るたけ
のこ。伸びていくたけのこの中を覗いてみると
…。断面&定点写真でそのパワーの秘密に迫
る。変形ページあり。『サンチャイルド・ビッグサイ
エンス』2019年度3月号を改訂。

所蔵館 協和 所蔵館 太田

書名 わくわくどうぶつしょうがっこう 書名 ペロペロおさらくん
著者名 マリアンヌ・デュブク 作　ふしみ みさを 訳 著者名 まるやま なお 著
出版社 光村教育図書 出版社 みらいパブリッシング

内容

小学校って、どんなところ? 来年から小学校にあ
がるポンちゃんは、動物たちの小学校を見学し
に行きました。ネズミ、ウサギ、カエル、キツネな
ど、10種類の動物の小学校を楽しく紹介する絵
本。

内容

お皿くんはママの料理がおいしくなる手伝いをし
ています。ある日、ビンが倒れて、お皿くんは割
れてしまいました。箱にしまわれたお皿くんは、こ
のまま捨てられてしまうと思い、箱から飛び出し
て…。

所蔵館 西仙北　南外 所蔵館 中仙



小学年

書名 オレじてんしゃ！ 書名 いいからいいから
著者名 石井 聖岳 作 著者名 長谷川 義史 作
出版社 ほるぷ出版 出版社 絵本館

内容

オレ、じてんしゃ! ギアやタイヤ、チェーンや
ペダル、みんなで力をあわせて走るぜー!
いくぞー、もっとこいで! もっともっと! 楽しい
自転車の絵本。

内容

ある日の夕方、雷がぴかっと光って、ドーンと
いった。すると、目の前に雷の親子が座ってい
た。雷親子をもてなすぼくとおじいちゃん。「いい
から いいから」が口癖のおじいちゃんと孫の
ユーモラスで思わず笑顔になる絵本。

所蔵館 中仙　太田 所蔵館 大曲　西仙北　中仙　協和

書名 しゅくだいかけっこ
著者名 福田 岩緒 作
出版社 PHP研究所

内容

運動会までに速く走れるようになりたい! クラスで
一番足が遅いゆうまは、むかし陸上選手だった
町内のおじいちゃんに出会った。それから、運動
会に向けてかけっこの特訓が始まり…。

所蔵館 神岡　中仙



中学年

書名 夢のねだん図鑑 書名 体育がある
著者名 ライブ 編著 著者名 村中 李衣 作 長野 ヒデ子 絵
出版社 カンゼン 出版社 文研出版

内容

オーロラを見たい、プロゲーマーになりたい…。
様々な夢を叶えるために必要な値段と方法をイ
ラストを交えて解説する。その夢を実現するため
の要素を5段階評価した「実現パラメーター」、夢
に近づくためのインタビューも掲載。

内容

体育が苦手な4年生のあこ。ママの熱心すぎる
サポートを負担に思っていたとき、ありのままの
あこを受け入れてくれるばあばがやってきて…。
体育をめぐって自分に向き合い成長していく少
女を、ユーモアたっぷりに描く。

所蔵館 南外 所蔵館 協和　仙北

書名 鬼ばばの島 書名 ひとがつくったどうぶつの道
著者名 今井 恭子 文 阿部 結 絵 著者名 キム ファン 文　堀川 理万子 絵
出版社 小学館 出版社 ほるぷ出版　

内容

大海原のどまん中、まめつぶほどの小島に大き
な鬼ばばがくらしていた。何もかも捨てながらひ
とり生きてきたおばばのもとへ、つぎつぎ流れ着
くものは…。あるがままに生きるおそろしい鬼ば
ばの愛情深い4つの物語。

内容

どうぶつたちが暮らす場所に道路ができ、車が
たくさん走るようになると、車にひかれてしまうど
うぶつも出てきました。そこで、「どうぶつたちの
道をつくろう」と考える人が現れ…。ひとと動物の
共生を考える絵本。

所蔵館 神岡　協和 所蔵館 西仙北　太田

書名 ちいさなおじさんとおおきな犬 書名 さかさまがっこう

著者名
バールブロー・リンドグレン 文
エヴァ・エリクソン 絵　菱木 晃子 訳

著者名 苅田 澄子 作　つちだ のぶこ 絵

出版社 あすなろ書房 出版社 文溪堂

内容

ひとりぼっちのちいさなおじさん。みんなに親切
にしたいのに、意地悪されてしまいます。さみしく
ていつも泣いていましたが、「友だち募集中」の
貼り紙をしたところ…。スウェーデンからやってき
た、心あたたまる絵本。

内容

学校で使うおはじきを忘れてしまっただいくん。
先生に怒られることを心配しただいくんは、さか
さまの呪文を唱えてみました。すると、不思議な
ことに、忘れ物をしても、テストの点数が悪くて
も、先生は褒めてくれて…。

所蔵館 仙北 所蔵館 神岡　協和



中学年

書名 大人も知らない?ふしぎ現象事典 書名 ハタハタ

著者名
「ふしぎ現象」研究会 編
ヨシタケ シンスケ イラスト

著者名 高久 至 写真・文

出版社 マイクロマガジン社 出版社 あかね書房

内容

テストの前の日になると部屋の掃除がしたくな
る。本屋にいるとなぜかトイレに行きたくなる…。
身の回りによくある現象や体の不思議な現象の
名前を紹介。楽しいイラストや、ふしぎ現象コラ
ムも掲載する。

内容

秋田県民に愛され、食文化や風物詩、歌など深
く生活に根ざしている魚、ハタハタ。海中での姿
や、産卵からふ化までを貴重な写真で紹介す
る。SDGsの目標「海の豊かさを守ろう」への導入
にふさわしい一冊。

所蔵館 大曲　西仙北 所蔵館 大曲　神岡　協和

書名 最後のオオカミ 書名 ブタとともに

著者名
マイケル・モーパーゴ 作
はら るい 訳　黒須 高嶺 絵

著者名 山地 としてる 著

出版社 文研出版 出版社 青幻舎

内容

戦争を生きのびた少年・ロビーは、残忍なイギリ
ス軍に追われる。一方、狩りで殺されたオオカミ
には子供がいて…。孤児であり逃亡者であると
いう運命で結ばれた、オオカミと少年の友情と別
れの物語。

内容

心が通う喜び、別れの悲しみ。またやってくる、
新しい命-。2007まで香川県にあった養豚場の
風景を紹介。人と動物が出会い、ひとときをとも
にする、かけがえのない喜びが詰まった一冊。

所蔵館 大曲　西仙北　仙北　太田 所蔵館 太田

書名 山をつくる　東京チェンソーズの挑戦 書名 ふたりだけの運動会
著者名 菅 聖子 文 著者名 あいはら ひろゆき 作　佐藤 真紀子 絵
出版社 小峰書店 出版社 佼成出版社

内容

林業は、危険で、過酷で、しんどそう? それでも
今、30年後の未来を見つめながら、東京の森で
働く若者がいる-。現代のきこり「東京チェンソー
ズ」を徹底取材。「木を育てる仕事」と「木を届け
る仕事」を紹介する。

内容

小学生になって、まだ一度も運動会でリレーの
選手に選ばれたことがない孝太。リレーでがん
ばるところを見せて、病気で入院したお母さんを
元気づけたい孝太は、リレーのアンカーに選ば
れました。ところが運動会の日の朝…。

所蔵館 大曲　仙北　太田 所蔵館 大曲　神岡　南外



中学年

書名 ラビットホッピング！ 書名 難民選手団　

著者名
マーリン・エリクソン 作
きただい えりこ 訳　森山 標子 絵

著者名
杉田 七重 文
国連UNHCR協会 監修　ちーこ 絵

出版社 理論社 出版社 KADOKAWA

内容

病気の妹にかかりきりな両親。寂しかったアル
ヴィンは、うさぎとラビットホッピングに出会い…。
うさぎと人がチームを組み、障害物を飛び越えて
いく競技を通して、パートナーシップを描く物語。
見返しにイラストあり。

内容

海をゴムボートで渡ったり、爆撃から逃れたり
…。困難をのりこえてオリンピックに出場し、世界
中に希望を与えた難民選手たちの実話。ユス
ラ・マルディニ(女子競泳)、ポポル・ミセンガ(男子
柔道)など7人を紹介する。

所蔵館 中仙 所蔵館 中仙

書名 願いがかなうふしぎな日記 書名 おおかみだってきをつけて
著者名 本田 有明 著 著者名 重森 千佳 作
出版社 PHP研究所 出版社 フレーベル館

内容

おばあちゃんから「書くと望みがかなう」日
記帳をもらった光平。両親が仲直りしてほし
い、泳げるようになりたい。そして、光平に
はどうしても実現させたい願いが…。

内容 子どもの頃、おばあさんに絵本を読んでもらった
おおかみは、絵本をヒントに、3匹の子ぶたや7匹
の子やぎ、赤ずきんを捕まえようと企むが…。名
作絵本の世界を舞台に繰り広げられる、スリル
満点の駆け引きの結末は!?

所蔵館 神岡 所蔵館 仙北

書名 ぼくのニセモノをつくるには 書名 365まいにちペンギン

著者名 ヨシタケ シンスケ 作 著者名
ジャン=リュック・フロマンタル 文
ジョエル・ジョリヴェ 絵　石津 ちひろ 訳

出版社 ブロンズ新社 出版社 ブロンズ新社

内容

自分のニセモノになってもらおうと、ロボットに自
分について教え始めたぼくは…。自分を知るって
めんどうだけど、おもしろい! 「りんごかもしれな
い」に続く、ヨシタケシンスケの発想えほん第2
弾。見返しに絵あり。

内容

1月1日の朝、宅急便で届いたのはなんとペンギ
ン。こんな変わったプレゼントを贈ってくるのっ
て、いったい誰? 次の朝も、その次の朝も毎日1
羽ずつ届けられ、大晦日には365羽になり…。
ユーモア・エコ本。

所蔵館 協和　仙北 所蔵館 神岡　西仙北　協和　仙北



高学年

書名 みんなはアイスをなめている 書名 あしたへの翼
著者名 安田 夏菜 作　黒須 高嶺 絵 著者名 中島 信子 著
出版社 講談社 出版社 汐文社

内容

小学6年生の陸の家は給食費も学童保育のお
金も払えない。妹の美波は、テレビに映った飢え
てやせこけた子どもを見て「うちは貧乏なんか
じゃない!」というが…。物語をとおして、SDGsの
ことをわかりやすく伝える。

内容

2020年4月、小学6年生になった理夢。でも、コロ
ナで学校が休校になり、勉強もできず、友達にも
会えない。その上、家では寝たきりの祖母の世
話をして…。社会問題となっている「ヤングケア
ラー」を子どもの視点から描く。

所蔵館 神岡　仙北 所蔵館 西仙北　大曲　協和

書名 昭和の犬ジョンとの約束 書名 未来を変えるレストラン  
著者名 今西 乃子 著 著者名 小林 深雪 作　めばち 絵
出版社 合同出版 出版社 講談社

内容

昭和初期、辛いときも楽しいときも、少年のそば
にはいつも犬のジョンがいた。やがて少年はジョ
ンとの約束を果たすために獣医師となり…。動
物と人との真の共存を問う感動のノンフィクショ
ン。

内容

サラのおばあちゃんは、賞味期限の早いものや
見た目のいびつな野菜を購入する。その暮らし
を見て、食べ物についての意識が変わったサラ
は、ある夢を持ち…。物語をとおして、SDGsのこ
とをわかりやすく伝える。

所蔵館 大曲　協和 所蔵館 神岡

書名 ビアトリクス・ポターの物語 書名 ぼくとニケ

著者名
リンゼイ・H・メトカーフ 文
ジュンイ・ウー 絵　長友 恵子 訳

著者名 片川 優子 著

出版社 西村書店 出版社 講談社

内容

世界中で愛される絵本作家、ビアトリクス・
ポターの知られざる一面に光をあてた伝記
絵本。 内容

5年生で突然登校拒否になった幼なじみの仁菜
が、薄汚れた子猫を拾い、ぼくの家へ連れてき
た。自分の家で飼えない仁菜にかわり、ぼくと家
族がお世話することになり…。獣医師が描く、子
猫のニケとぼくの大切な話。

所蔵館 西仙北 所蔵館 大曲　協和　仙北　太田



高学年

書名 こころ 書名 ぼくたちのリアル
著者名 金子 みすゞ 詩　いもと ようこ 絵 著者名 戸森 しるこ 著　佐藤 真紀子 絵
出版社 講談社 出版社 講談社

内容

童謡詩人・金子みすゞの詩に、絵本作家・いもと
ようこが絵を添えた、美しい日本の詩(こころ)を
伝える詩の絵本。教科書やCMでも知られる、
「大漁」「こだまでしょうか」などの作品を収録。

内容

そいつの名前は、璃在(リアル)。ぼくたちの学年
で、リアルを知らないやつはいない。学年一の人
気者、リアル。それはあいつにふさわしい、かっ
こよくて勢いのある名前だった-。今を生きる子ど
もたちの姿を軽やかに描く。

所蔵館 仙北 所蔵館 大曲　協和　南外　仙北　太田

書名 莉緒と古い鏡の魔法 書名 おめん
著者名 香坂 理 作　結布 絵 著者名 夢枕 獏 作　辻川 奈美 絵　東 雅夫 編
出版社 朝日学生新聞社 出版社 岩崎書店

内容

春休みに引っ越した洋館で古い鏡を見つけた莉
緒。鏡に宿る不思議な存在が、莉緒の毎日に小
さな奇跡を起こし…。つい自分の意見を言わず
にやり過ごしてしまう子どもへ贈る物語。『朝日
小学生新聞』連載を再構成。

内容

いやなやつ、いるよね。なんでもできるきれいな
あのこ、きらいないじめっこ。このおめんをかぶる
と、ひとをのろうことができる。すごいぞ、すごい
ぞ-。夢枕獏と辻川奈美が、だれにもひそむ心の
闇を描き出す。

所蔵館 南外 所蔵館 西仙北　中仙　太田

書名 ペットボトルで育てよう　野菜・花 書名 キラリモンスター
著者名 谷本 雄治 著　亀田 龍吉 写真 著者名 小川 凛一 著　大野 太郎 絵
出版社 汐文社　 出版社 大和書房

内容

プランターや植木鉢がなくても大丈夫! ミニトマ
ト、ダイコンなどの野菜から、タンポポ、ヒヤシン
スといった花まで、ペットボトルで作った栽培容
器で育てる方法を解説。観察のポイントや植物
のおもしろい情報も紹介する。

内容

“個性”や“自分らしさ”がモンスターに! お笑い芸
人・渡辺直美、児童書作家・原ゆたかなど、自分
らしさの相棒“キラリモンスター”を活かして活躍
している15人の“偉人”の人生を通して、生きるヒ
ントを教えます。

所蔵館 太田 所蔵館 中仙



高学年

書名
あべ弘士のシートン動物記
オオカミ王ロボ

書名 ストライプ

著者名 E.T.シートン 原作　あべ 弘士 文・絵 著者名 デヴィッド・シャノン 作　清水 奈緒子 訳
出版社 学研プラス 出版社 セーラー出版

内容

アメリカのカランポー平原に、牧場をあらしまわ
る強く大きなオオカミがいた。名前は、ロボ。どん
なわなも見やぶるロボの、たったひとつの弱点と
は? 人間との戦いを通して、オオカミたちの強く
気高い生き様を描いた名作。

内容

カミラはいつも人の目ばかり気にしている女の
子。学校のみんなが嫌いなリマ豆が本当は好物
なのも秘密にしています。新学期の朝、格好を
気にして服をとっかえひっかえしていたカミラの
体が、色とりどりのストライプに!

所蔵館 大曲 所蔵館 西仙北　協和　仙北

書名
5分間思考実験ストーリー
キミの答えで結末が変わる

書名 二番目の悪者

著者名 北村 良子 著　あすぱら 絵 著者名 林 木林 作　庄野 ナホコ 絵
出版社 幻冬舎 出版社 小さい書房

内容

正解のない究極の2択を考え抜き、自分だけの
答えを見つける思考ゲーム「思考実験」。「本当
の私」「特等席のベッド」など、物語を読んで思考
実験することで本当の考える力が身につく全15
話を収録する。

内容 これが全て、作り話だと言い切れるだろうか-。
金色のたてがみを持つ金のライオンは王様にな
りたかった。だが、街外れに住む心のやさしい銀
のライオンが、次の王様候補だという噂を聞き、
銀のライオンの悪い噂を広めて歩き…。

所蔵館 西仙北　中仙 所蔵館 大曲　西仙北



中学生

書名 僕は上手にしゃべれない 書名 自分をたいせつにする本
著者名 椎野 直弥 著 著者名 服部 みれい 著
出版社 ポプラ社 出版社 筑摩書房

内容

吃音の悩みをかかえ、中学に入学した悠太。入
学式の日には、当然自己紹介があるっていうの
はわかっていたが…。著者自身の経験をもと
に、吃音に苦しむ少年の葛藤と希望を描いた胸
を打つ物語。

内容

自分のしたいこと・したくないことは何? 自分くら
いは自分の味方でいよう。自分が変われば周囲
も、見える世界も変わる。自分を大切にするため
の知恵や、本来の自分を取り戻すためのワーク
などを紹介する。

所蔵館 大曲　南外　仙北 所蔵館 協和　仙北

書名 縄文の狼 書名 生きのびるための「失敗」入門  
著者名 今井 恭子 作　岩本 ゼロゴ 画 著者名 雨宮 処凛 著
出版社 くもん出版 出版社 河出書房新社

内容

狼と人とは住む世界が違った。赤ん坊のころ狼
にさらわれ、狼とともに育った少年キセキ。1万年
以上前の縄文時代に繰り広げられる少年と狼た
ちの絆と進化の物語。

内容

失敗ばかりでも弱いままでも生きてます-。作
家、元ひきこもり、ロボット研究者、探検家、臨床
心理士、オタク女子、元野宿のおじさんたちなど
に聞いた、「失敗」や「弱さ」と生きていくためのヒ
ント。

所蔵館 仙北　太田 所蔵館 大曲　神岡

書名 図解でわかる14歳からのLGBTQ+  書名 夏の体温
著者名 社会応援ネットワーク 著 著者名 瀬尾 まいこ著
出版社 太田出版 出版社 双葉社

内容

性自認・性的指向・性表現…。自分のセクシュア
リティーを多面的に捉えることで見えてくる豊か
な世界を感じよう。LGBTQ+や、ジェンダー、性に
ついてカラー図版を用いてわかりやすく解説す
る。

内容

夏休み、小学3年生の瑛介は血小板数値の経過観察
で入院している。退屈な日々を送る病院で、低身長の
検査入院らしい同学年の壮太に出会い…。表題作な
ど全3編を収録。『小説推理』、中学教科書「国語1」掲
載を加筆修正。

所蔵館 大曲　神岡 所蔵館 大曲　協和



中学生

書名 エリーゼさんをさがして 書名 犬がいた季節
著者名 梨屋 アリエ 著 著者名 伊吹 有喜 著
出版社 講談社 出版社 双葉社

内容

うまくならないからと母親にピアノ教室を辞めさせら
れ、落ち込んでいた亜美。ニット帽にピアノブローチの
おばあさん・エリーゼさんたちとの出会いや美術男子・
水野くんとの不思議な関係を通して、亜美の日常は変
わっていき…。

内容

昭和から平成、そして令和へ。いつの時代
も変わらぬ青春のきらめきや切なさを描く。

所蔵館 大曲　南外 所蔵館 大曲　神岡　西仙北　中仙　協和　南外

書名 火星のライオン 書名 地球温暖化を解決したい  

著者名
ジェニファー・L・ホルム 作
もりうち すみこ 訳

著者名 小西 雅子 著

出版社 ほるぷ出版 出版社 岩波書店

内容

火星の入植地でウィルスによるものと思わ
れる謎の病気が蔓延する。その時5人の子
どもたちは…。友情、共生、信頼の物語。 内容

温暖化を解決するカギはエネルギー。気温上昇
を抑えるために、どのエネルギーをどのように使
うかを考えることが重要です。水力、風力、太陽
光、石油、石炭など、それぞれのエネルギーの
長所と短所を解説します。

所蔵館 西仙北 所蔵館 太田

書名 どうして、わたしはわたしなの? 書名 食べる経済学
著者名 トミ・ウンゲラー 著　アトランさやか 訳 著者名 下川 哲 著
出版社 現代書館 出版社 大和書房

内容

どうしてお金があるの? 神さまをつくったのはだ
れ? 絵本作家トミ・ウンゲラーが、ユーモアと風
刺をこめたイラストと共に、悩める子どもにアドバ
イス! 子どもから大人まで誰もが自由になれる哲
学入門書。

内容

人口増加、格差、気候変動、SDGsといった地球
規模の課題と、実は密接につながっている「食
べる」という行為。普段の食事が、地球全体とそ
の未来にどんな影響を与えているのか、経済学
の枠組みを使い分かりやすく解説する。

所蔵館 太田 所蔵館 中仙



中学生

書名 マジックに出会ってぼくは生まれた 書名 はじまりの24時間書店  
著者名 涌井 学 著 著者名 ロビン・スローン 著　島村 浩子 訳
出版社 小学館 出版社 東京創元社

内容

奈良県十津川村生まれの大樹は、訪れた東京
でマジックに魅了され、独学でマジックを習得。
高校生の時にラスベガスで開催されたマジック
世界ジュニア大会で、日本人初のグランプリを獲
得し…。天才マジシャンの夢の軌跡を描く。

内容

1969年、大学図書館員の青年ペナンブラがサン
フランシスコを訪れた。数百年ものあいだ行方不
明の貴重な書物を見つけ出す使命を帯びて。街
中をさまよった末、彼は真夜中に一軒の小さな
書店<24時間書店>に行き着き…。

所蔵館 中仙 所蔵館 大曲　仙北

書名 闇の魔法学校 書名 君色パレット　ちょっと気になるあの人

著者名 ナオミ・ノヴィク 著　井上 里 訳 著者名
戸森 しるこ 著　ひこ・田中 著
吉田 桃子 著　魚住 直子 著　佳奈 絵

出版社 静山社 出版社 岩波書店

内容

虚空の闇に浮かぶ魔法使い養成学校<スコロマ
ンス>。ここには教師がいない。そのかわり怪物
が襲ってくるから仲間が必要だ。ガラドリエルに
は、いまだ仲間は一人もいなかったが…。サバ
イバル・ファンタジー。見返しに図あり。

内容 クラスの気になる同級生、いつもと何か違う家
族、ノートに返事を書いてくれる誰か、おしゃれな
あの子。多様性をテーマに「ちょっと気になる人」
を描いた、4つのショートストーリーを収録する。

所蔵館 大曲 所蔵館 協和

書名 怪盗ルパン　さまよう死神 書名 ぼくらのセイキマツ

著者名
モーリス・ルブラン 作
平岡 敦 訳　ヨシタケ シンスケ 絵

著者名 伊藤 たかみ 著

出版社 理論社 出版社 理論社

内容

冒険はなんの前触れもなく、不意に-。ルパンが
謎の殺人者に狙われる令嬢を助け、犯人の意
外な正体を暴く名探偵ぶりを発揮する「さまよう
死神」など、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ル
パンシリーズから4編を収録する。

内容

ノストラダムスの予言だと来年夏に世界が滅亡
する。でも中三のぼくらにはその前に受験があ
る。ゾンビみたいな人形を持ち歩くナナコと、ナナ
コに惹かれるいっせーとヒロ。何も起きないぼく
らの町で、ぼくらは青春を始めた-。

所蔵館 大曲 所蔵館 大曲


