
1 

 

低学年から中学年の本 

 

 
                              

 

新しい本が入りました！

  

 

タイトル 著者名 タイトル 著者名 

魔法の庭ものがたり  

20 巻セット 
あんびるやすこ  

マジック・ツリーハウス 43 巻 

背番号 42 のヒーロー 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

のっぽのスイブル 155 小森誠 
マジック・ツリーハウス 44 巻 

伝説のハリケーン 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

おたすけこびと なかがわちひろ 
マジック・ツリーハウス 45 巻 

古代ローマ黄金のワシ 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

おたすけこびとのクリスマス なかがわちひろ 
マジック・ツリーハウス探険ガイド  

サバイバル入門 

メアリー・ポープ 

オズボーン 

学校勝ちぬき戦・実験対決シリ

ーズ【10 巻セット】 
ゴムドリ 

マジック・ツリーハウス探険ガイド 

冒険スポーツ 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

もりはおもしろランド  

全 15 巻 
舟崎靖子 

マジック・ツリーハウス探険ガイド 

サメと肉食動物たち 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

マジック・ツリーハウス  

39 巻 第二次世界大戦の夜 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

エルフとレーブンのふしぎな冒険  

全 6 巻                   ★１ 

マーカス・セジウィック 

マジック・ツリーハウス 

40 巻 カリブの巨大ザメ 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

動物と話せる少女リリアーネ 幸せを運

ぶ黒い猫! ダルメシアンに追加点! 

マーカス・セジウィック 

マジック・ツリーハウス 41 巻 

走れ犬ぞり、命を救え！  

メアリー・ポープ 

オズボーン  

動物と話せる少女リリアーネ  

物語の花束 

マーカス・セジウィック 

マジック・ツリーハウス 42 巻  

アーサー王と黄金のドラゴン 

メアリー・ポープ 

オズボーン  

まんがで身につく 

めざせ!あしたの算数王     ★２ 
ゴムドリ 

ノンフィクションや伝記、シリーズ本の続きや楽しみながら勉強につなげられる学習本など

を購入しました。漫画と文書で読めるものやみんなが知っていたり、ニュースで見たことが

あったりする人に関するお話を選んでみました。ぜひ手に取ってみてください。自分で本を

見つけられないときは、図書の先生におすすめ本をきいてみましょう。  

※図書室の本は、みんなで読む本です。本の扱い方に十分注意しましょう。特にかばんの中

で水筒の水でぬれたり、雨に濡れたりしないよう気を付けてください。 

 

 

図書だより 
                                                令和元年１０月２６日 第 0５号 

                                            シンガポール日本語補習授業校 
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タイトル 著者名 タイトル 著者名 

まんがで身につく 

めざせ！あしたの算数王 第 2 期 
ゴムドリ 

動物探偵ミア  

映画スターになろう！ 

ダイアナ キンプトン 

動物探偵ミア  

あらしの夜のミステリー  

ダイアナ キンプトン 動物探偵ミア  

ひつじレースで大さわぎ 

ダイアナ キンプトン 

動物探偵ミア  

シャナリーをさがして 

ダイアナ キンプトン 動物探偵ミア  

ひみつのたからさがし！ 
ダイアナ キンプトン 

ダイアナ 石井美紀子 

化石ハンター 恐竜少年じゃ

なかった僕はなぜ恐竜学者に

なったのか 

小林快次 

この人を見よ！歴史を作った人

びと伝 

ポプラ社 

タイトル 著者名 タイトル 著者名 

まんが人物伝 天下統一セット 山本 博文 ポプラ社ノンフィクション 

特選セット 

ポプラ社 

まんが人物伝  

愛を伝える女性伝記セット 

金井 一薫 音楽家の伝記 はじめに読む 1 冊 

クララ・シューマン 

萩谷 由喜子 ` 

まんが人物伝 夢をかなえる 

クリエイターズセット 

金井 正雄 音楽家の伝記 はじめに読む 1 冊 

バッハ 

ひの まどか 

まんが人物伝 坂本龍馬 山本 博文 
 音楽家の伝記 はじめに読む 1 冊 

ベートーヴェン 

ひの まどか 

まんが人物伝 伊達政宗 山本 博文 
ざんねんな歴史人物 

 

学研プラス 

まんが人物伝 西郷隆盛 山本 博文 
ざんねんな偉人伝 学研プラス 

まんが人物伝 エリザベス女王 

 

水井 万里子 打ち上げ花火、下から見るか? 

横から見るか? 

岩井 俊二 

まんが人物伝  

武田信玄と上杉謙信 

山本 博文 少年たちは花火を横から見たかった 岩井 俊二 

まんが人物伝 クレオパトラ 阪本浩 怪盗探偵山猫 鼠たちの宴 神永 学 

まんが人物伝  

マリ・アントワネット 

長谷川 まゆ帆 怪盗探偵山猫 月下の三猿 神永 学 

まんが人物伝 真田幸村 山本 博文 時をかける少女 筒井 康隆 

マンガ＆物語で読む偉人伝  

渋沢栄一 津田梅子 北里柴三郎 ★３ 

学研プラス 希望の糸 東野圭吾 

イーゲル号航海記〈1〉 

魚人の神官 

斉藤 洋  空想科学読本 1 [新装版]    ★４ 柳田 理科雄 

イーゲル号航海記〈2〉 

針路東、砂漠をこえろ! 

斉藤 洋 空想科学読本 ２ [新装版] 柳田 理科雄 

女王と一角獣の都 斉藤 洋  空想科学読本 ３[新装版] 柳田 理科雄 

中学年からの本 
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                         ※ジュニア空想科学読本１・２・６・１０巻は、既に図書室に所蔵しています。 

 
低学年から中学年までにおすすめの本 

    

 
 

 
 
 
中学年・高学年・中学生におすすめの本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              【出典：https://www.kinokuniya.co.jp, 紀伊國屋書店ウェブストア】 

タイトル 著者名 タイトル 著者名 

ジュニア空想科学読本３ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本１１ 柳田 理科雄 

ジュニア空想科学読本４ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本 12 柳田 理科雄 

ジュニア空想科学読本５ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本 13 柳田 理科雄 

ジュニア空想科学読本７ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本 14 柳田 理科雄 

ジュニア空想科学読本８ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本 15 柳田 理科雄 

ジュニア空想科学読本９ 柳田 理科雄 ジュニア空想科学読本 16 柳田 理科雄 

「マンガ＆物語で読む 偉人伝：渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎」★３        

            新札の肖像に選ばれた、渋沢栄一(1 万円札)、津田梅子(5 千円札)、北里柴三郎 

           (千円札)の名言や人生が、カラーのマンガと物語で楽しく読める! 福澤諭吉、夏 

           目漱石、野口英世、紫式部、樋口一葉、新渡戸稲造ら旧札の偉人たちのマンガ伝 

           記も併録。紙幣の肖像に採用されるのは、日本が世界に誇る偉人ばかり。渋沢栄 

           一は「近代日本経済の父」、津田梅子は「女子教育のパイオニア」、北里柴三郎は 

           「近代医学の父」。こういうキャッチフレーズ的な知識はあるものの、具体的な功    

           績となると、きちんと説明するのは難しいものです。一人ひとり、一から調べる 

           のはちょっとハードルが高いかもしれませんが、本書 1 冊で 3 人の物語をカバー 

           できます。経済、教育、医学という専門分野も、わかりやすく解説してあります。 

「エルフとレーブンのふしぎな冒険」★１ 

 

 
 

「空想科学読本１～３」★４ 

特撮映画やアニメ、漫画など、身近な空想科学の世界にはいつのまにか「常識」 

になっている設定やアイテムがいくつもある。変身、巨大化、超音波飛行、光線 

バリア・・・。 

これらは、科学的にどこまで正しいのだろうか？無理やり実現したら、いったい 

どんなことが起こるのだろうか？本書は、夢の世界の出来事を科学で計るという 

タブーに挑戦し、人間の想像力が生んだ空間科学の魅力を再確認しようという試 

みである。 

ふしぎな森で出会

った、妖精みたいな

女の子・エルフと、

動物と話せる男の

子・レーブン。悪の

「巨人」によって森

がこわされ、エルフ

の家族がさらわれ、

二人は旅立つ決意

をする。やがて二人

の旅は、世界をすく

う大冒険に! 

「めざせ！あしたの算数王」★２ 

算数の落ちこぼれムハンと、算数大きらい(?)なコ
ン先生。そんな２人が夏休みを返上させられ、なぜ
か「算数王キャンプ」に 
参加することに。そこには 
アイドルスターのテビン、 
社長令嬢セリ、全国 1 位の 
成績をほこるホジンなど、 
全国の秀才たちが集まって…。 
じゃんけん、天気予報、 
選挙、マーフィーの法則 
など、日常のくらしの中で 
出会ういろいろな「確率」 
を、わかりやすく紹介。 

 


