
タイトル 著者

1年　ダレ・ダレ・ダレダ 越野民雄

　　　まほうのコップ 長谷川摂子

　　　はるをさがしに 七尾純

　　　カムイチカプ 藤村久和

　　　八郎 斎藤隆介

　　　鉢の木 たかしよいち

　　　ものぐさ太郎 肥田美代子

　　　ももたろう まついただし

2年　そろったわになったのあそび かこさとし

　　　チムとゆうかんなせんちょうさん エドワードアーディゾーニ

　　　しっぽ！ 竹下文子

　　　きもち 谷川俊太郎

　　　クラゲゆらゆら 楚山いさむ

　　　生麦生米生卵 長谷川義史

　　　ペンギンたんけんたい 斎藤洋

3年　三コ 斎藤隆介

　　　半日村 斎藤隆介

　　　ふき 斎藤隆介

　　　木 佐藤忠良

　　　歩いて行こう 北ふうこ

　　　おにころちゃんとりゅうのはな やぎたみこ

　　　クマよ（たくさんのふしぎ傑作集） 星野道夫

　　　糸あそび　布あそび 田村寿美恵

　　　鳥の巣いろいろ 鈴木まもる

　　　ファーブル昆虫記の虫たち１ 熊田千佳慕

　　　「和」の行事えほん　秋と冬の巻 高野紀子

　　　ほんとこうた・えんてこうた 阪田寛夫

　　　カタカナダイボウケン 宮下すずか

　　　すき 谷川俊太郎

近日、雨季に入ったようで雨の日が多くなってきております。　皆さん外出できなく室内で過ごすことが増え
てきたことと思います。そんな時、家のソファーに寄り添いじっくり本を読んでみてはいかがでしょう。

後期購入本が入りました

小学校１・２年・３年生

２０１７年度後期購入した本が入りました。 12月2日から皆さんに貸し出します。

先日のアンケートの要望にお応えして「教科書で紹介されている本」 148冊を購入いたしました。 興味を誘う

本ばかりです。手に取ってみて選んでください。 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。

一日のうち半日しか日のあたらない半日村。その貧しい村に日をあてようとして、村のうし

ろにある高い山をけずる少年一平。一平は、村に日をあてることに成功するのでしょうか。
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4年　はなのにおう町 安房直子

　　　雪窓 安房直子

　　　白樺のテーブル 安房直子

　　　ねこじゃらしの野原 安房直子

　　　花豆の煮えるまで 安房直子

　　　アンジェロ ﾃﾞﾋﾞｯﾄ・ﾏｺｰﾚｲ

　　　日本の材木　杉 ゆのきようこ

　　　ホネホネたんけんたい 西澤真樹子　松田素子

　　　いのちのおはなし 日野原重明

　　　のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪一雄

　　　雪の結晶ノート ﾏｰｸ・ｶｯｼｰﾉ

　　　夕陽がせなかをおしてくる 阪田寛夫

　　　てのひらの味食べ物の俳句 村井康司

　　　ことわざ絵本 五味太郎

5年　ぬすまれた月 和田誠

　　　土のコレクション 栗田宏一

　　　せいめいのれきし ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ

　　　ダーウィンのミミズの研究 新妻昭夫

　　　わたしのカラス研究 柴田佳秀

　　　町のけんきゅう 岡本信也　岡本靖子

　　　てんとうむし 阪田寛夫

　　　まめつぶうた まどみちお

　　　雲の窓 武鹿悦子

　　　まるむし帳 さくらももこ

　　　木を植えた男 ジャン・ジオノ

　　　みみずのカーロ 今泉みね子

　　　明けない夜はないから たかはしあきら　新田新一郎　他

　　　北極熊　ナヌーク ニコラ・デイビス

　　　地球パラダイス 工藤直子

　　　サンゴの海 長島敏春

　　　漁師さんの森づくり 畠山重篤

　　　地球の声に耳をすませて 大木聖子

小学４・５年生

２０１１年３月１１日に何が起きたのか。

なぜ津波は発生し、余震は続いている

のか？地震に対する正しい知識を得る

ことで自分の命や大切な人たちの命を

守ってほしい―そんな願いをこめて、地

震学者が東北地方太平洋沖地震や地

球についてわかりやすく説明する児童

むけ科学読み物です。

「三角のぷるぷるっとしたや

つください。」

雪のふる寒い寒い晩、屋台

にきた厚いコートのお客は

言いました。

「三角のぷるぷる」って？山

のふもとのおでんの屋台『雪

窓』には、ときたまふしぎな

お客がくるそうです。

骨の中で血をつくる！？
舌や鼻の中にも骨がある！？

鳥の骨はスカスカ！？

ひれの中に指の骨がある！？

骨の秘密がいっぱいです。
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6年　おれがあいつであいつがおれで 山中恒

　　　きまぐれロボット 星新一

　　　ヨーンじいちゃん ペーター・ヘルトリング

　　　食べ物記 森枝卓士

　　　樹液をめぐる昆虫たち 矢島稔

　　　土の中からでてきたよ 小川忠博

　　　見つけるぞ、動物の体の秘密 遠藤秀紀

　　　もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口タオ

　　　世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー

　　　はだか 谷川俊太郎

　　　てつがくのライオン 工藤直子

　　　しかられた神さま 川崎洋

　　　ありがとう サトウハチロー

　　　サキサキオノマトペの短歌 穂村弘

　　　しごと館 羽豆成二

　　　考える練習をしよう マリリン・バーンズ

　　　あなたのたいせつなものはなんですか？カンボジアより 山本敏晴

　　　アフガニスタンの少女　マジャミン 長倉洋海

　　　はらっぱ 西村繁男

　　　五感の力でバリアをこえる 成松一郎

　　　０．１ミリのタイムマシン 須藤斎

　　　なおこ、宇宙飛行士になる 山崎直子

中1　一瞬の風になれ（１）イチニツイテ 佐藤多佳子

　　　一瞬の風になれ（２）ヨウイ 佐藤多佳子

　　　一瞬の風になれ（3）ドン 佐藤多佳子

　　　孤独と不安のレッスン 鴻上尚史

　　　山椒魚 井伏鱒二

　　　空の飛びかた Ｓ・メッシェンモーザー

　　　鷹のように帆をあげて まはら三桃

　　　植村直己　地球冒険62万キロ 岡本文良

　　　イチローの流儀 小西慶三

　　　スポーツ科学の教科書 谷本道哉

　　　キミが勉強する理由 藤原和博

　　　野川 長野まゆみ

　　　夢を跳ぶ 佐藤真海

　　　中学生の夢 日本ドリームプロジェクト

　　　夢をつなぐ 山崎直子

　　　一房の葡萄 有島武郎

小学校6年生・中学1年生
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モンブラン、エベレストなど五大陸の最高

峰登頂をはたし、北極の氷原を犬ぞりで

走りぬき…
植村直己は、次々と新しい目標を求め、

強い意志と壮絶な努力によって、人間の

限界に挑戦した。命をかけて少年のよう

に夢を追い続けた、ひとりの冒険家の足

跡をたどり、その情熱と勇気を生き生きと

描く、感動のノンフィクション

ヨーンじいちゃんが一緒に

暮らし始めてから、孫の

ヤーコプとラウラは、じい

ちゃんが何をしでかすかと、

いつもはらはらしています。

ヨーンじいちゃんのユーモア

を一緒に楽しみましょう。

主人公である新二の周りには、2人の天才がいる。サッカー選手の

兄・健一と、短距離走者の親友・連だ。新二は兄への複雑な想いか

らサッカーを諦めるが、連の美しい走りに導かれ、スプリンターの道

を歩むことになる。夢は、ひとつ。どこまでも速くなること。信じ合え

る仲間、強力なライバル、気になる異性。神奈川県の高校陸上部を

舞台に、新二の新たな挑戦が始まった。
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中2　クイールを育てた訓練士 多和田悟　矢貫隆

　　　小児病棟の四季 細谷亮太

　　　そっと耳を澄ませば 三宮麻由子

　　　眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦

　　　１３７億光年のヒトミ 鳴沢真也

　　　月のきほん 白尾元理

　　　大望遠鏡「すばる」の誕生物語 小平桂一

　　　地球の食卓 ピーター・メッツル　他

　　　いのちをはぐくむ農と食 小泉武夫

　　　日本のもと　米 服部幸應

　　　ものづくりに生きる 小関智弘

　　　食を考える 佐藤洋一郎

　　　日本の食を考える 小泉武夫

　　　ぼくのマンガ人生 手塚治虫

　　　職人 永六輔

　　　人間失格 太宰治

　　　ロウソクの科学 ファラデー 著　三石 巌 訳

　　　ビヨンド・エジソン 最相葉月

　　　詩のこころを読む 茨木のり子

中3　竜馬がゆく（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）　 司馬遼太郎

　　　日暮らし（上）（下） 宮部みゆき

　　　ＴＳＵＧＵＭＩ-つぐみ 吉本ばなな

　　　夜のピクニック 恩田陸

　　　深夜特急　（１）　香港・マカオ 沢木耕太郎

　　　深夜特急　（２）　マレー半島・シンガポール 沢木耕太郎

　　　深夜特急　（３）　インド・ネパール 沢木耕太郎

　　　深夜特急　（４）シルクロード 沢木耕太郎

　　　深夜特急　（５）トルコ　ギリシャ　地中海 沢木耕太郎

　　　深夜特急　（６）南ヨーロッパ　ロンドン 沢木耕太郎

　　　新１３歳のハローワーク 村上龍

　　　博物館へ行こう 木下史青

　　　天平の甍 井上靖

　　　砂糖の世界史 川北稔

　　　潮騒 三嶋由紀夫

　　　きみが見つける物語　恋愛編 有川浩　他

　　　旅に出よう 近藤雄生

　　　ガンジス川でバタフライ たかのてるこ

　　　自分の仕事をつくる旅 成瀬勇輝

　　　「新しい人」の方へ 大江健三郎

　　　十五歳の残像 江國香織

　　　神去なあなあ日常 三浦しをん

中学２・３年生

古代から現代に至る宇宙観の

変遷をたどり、人間宇宙の真の

姿をひもといてきた様子を物語

のように描きます。古代インドの

奇妙な宇宙観、コペルニクスに

よる宇宙の大転換、アインシュタ

インが描いた宇宙、そして最新

の「１１次元時空」の仮設まで、

平易な図解を添えてわかりやす

２０歳にして、長年夢見ていた

一人旅に出たてるこ。極端な小

心者だからこそ、五感をフルに

稼働させて、現地の人とグッと

仲良くなっていく。インドでは聖

なる河ガンジスを夢中に泳

ぐ！！！ハチャメチャな行動力

とみずみずしい感性が反響を

呼んだ、爆笑紀行エッセイ。

高校生活最後を飾るイベント「歩行祭」。それは全校生徒が夜を徹

して80キロ歩き通すという、北高の伝統行事だった。甲田貴子は密

かな誓いを胸に抱いて、歩行祭にのぞんだ。三年間、誰にも言えな

かった秘密を清算するために。学校生活の思い出や卒業後の夢な

ど語らいつつ、親友たちと歩きながらも、貴子だけは、小さな賭けに

胸を焦がしていた。本屋大賞を受賞した永遠の青春小説。
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