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前期購入本が入りました！   

 
小学１年から４年までの本 

タイトル 著者名 タイトル 著者名 

さかなはさかな レオ・レオニ 木の実のけんか 岩城範枝 

ひとあしひとあし レオ・レオニ １つぶのおこめ デミ 

どうぶつげんきにじゅういさ

ん 
山本省三 

見えなくてもだいじょうぶ？ ﾌﾗﾝﾂ・ﾖｰｾﾞﾌﾞ・ﾌｧｲﾆｸ 

みんなのわくわく水族館 池田 菜津美  いのしし 前川貴行 

おおきなきがほしい 佐藤 さとる   (著),   森を育てる生きものたち 谷本雄次 

かみコップでつくろう よしだ きみまろ  どうぶつ句会 あべ弘士 

シロナガスクジラより大きい

ものっているの？ 
R.E. ウェルズ  

霧のむこうの不思議な町 柏葉幸子 

ざっそう  甲斐 信枝  漆器をつくる職人さん 金田昌司 小川洋  

だいこんどのむかし 渡辺節子 片耳の大シカ 椋鳩十 

あらしのよるに   マヤの一生 椋鳩十 

フィールドノート里山 今森光彦 おじいちゃんの口笛 ウルフ＝スラルク 

おかあさんの木 大川悦生 森の地図 阿部夏丸 

せかいでいちばんつよい国 デビッド マッキー お父さんゴリラは遊園地 山極寿一 

こどものずかん  

Mio10 たべもの 
  

10 歳までに読みたい世界名作 

第 1 期  

横山洋子 

たべもの フレーベル館の図

鑑ナチュラ 
三浦理代 

10 歳までに読みたい世界名作 

第 2 期 

横山洋子 

オットー 
トミー ウンゲラー  

10 歳までに読みたい世界名作 

第 3 期  

横山洋子 

 

 

新しい購入本が入りました。貸出は、7 月 21 日からです。ミステリー・ファンタジー・

歴史・自然科学・旅行記・スポーツ・趣味に関するものなど、本にはいろいろなジャン

ルがあります。夏休み中に、いつもは読まないジャンルに挑戦してみましょう。自分で

本を見つけられないときは、担任の先生や図書の先生におすすめ本をきいてみてくださ

い。きっと読みたい本が見つかりますよ！！ 

図書だより 
                                                平成 30 年 7 月 1４日 第 03 号 

                                            シンガポール日本語補習授業校 
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小学５年から中学３年生までの本 

タイトル 著者名 タイトル 著者名 

加代の四季 杉みき子 新しい霊長類学 京都大学霊長類研究

所 (編著) 

天のシーソー 安東みきえ モグラ博士のモグラの話 川田伸一郎 

ふたりのイーダ 松谷みよ子 宇治拾遺ものがたり 川端善明 

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルペタ さとやま 鷲谷いづみ 

絵とき ゾウの時間とネズミの

時間 

本川 達雄  名詩の絵本 川口晴美 (編) 

グスコーブドリの伝記 宮沢賢治 ジョン万次郎 マーギー・プロイス 

なめとこ山の熊 宮沢賢治 演劇は道具だ 宮沢章夫 

どんぐりと山ねこ 宮沢賢治 ボクの音楽武者修行 小澤征爾 

雨ニモマケズ 宮沢賢治 ニライカナイの空で 上野哲也 

ひらめき美術館 結城昌子 阿修羅のジュエリー 鶴岡真弓 

見てごらん！名画だよ マリー・セリエ リバウンド Ｅウォルターズ 

そこに僕はいた 辻仁成 残された動物たち  太田康介 

生きもののおきて 岩合光昭 ともだちの話 松田哲夫 

泣けない魚たち 阿部夏丸 父さんの手紙はぜんぶおぼえ

た 

タミ・シャム＝トヴ 

いのちってなんだろう 中村桂子 他 みて、ほんだよ！ リビー・グリーソン 

素数ゼミの謎 吉村仁 みんな本を読んで大きくなっ

た 

朝の読書推進協議会 

トラベリング パンツ アン・ブラッシェアーズ 宇宙の片隅で 石垣りん 

雪とパイナップル  鎌倉寛 ゴリラは語る 山極寿一 

深海の超巨大イカを追え！ 坂元志歩 言葉はなぜ生まれたのか 岡ノ谷一夫 著  

石森愛彦 画 

リョウ＆ナオ 川端裕人 大人になるまでに読みたい 

15 歳の詩① 愛する 

青木 健 編 

キップをなくして 池澤夏樹 ヘスースとフランシスコ  

エル・サルバドル内戦を生きぬ

いて 

長倉洋海 

風の谷のナウシカ 宮崎駿 ぼくの村は戦場だった。 山本美香 

あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒ

ター 

砂漠の国からフォフォー  中川なをみ 

ハンセン病を生きて 伊波敏男 もの食う人びと 辺見庸 

君たちはどう生きるか 

(小説版) 

吉野源三郎 君たちはどう生きるか 

(漫画版) 

吉野源三郎 

 

 

 
それぞれの本の対象学年にこだわらず、 

さまざまな本を読んでみましょう。 
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小学 1 年生から 4 年生までにおすすめの本 
 
「10 歳までに読みたい世界名作」第 1 期・第 2 期・第 3 期 
 
  小学校中学年までの子どもたちに、読んでおいてほしい名作の入門シリーズ。導入として、 
 巻頭にビジュアル豊かな物語ナビのページを入れたり、カラーの挿絵を豊富に入れたりして、 

 とっつきにくかった名作の敷居を低くし、楽しんで読める工夫がいっぱいです。 
 

 
 

小学 5 年生から中学 3 年生までにおすすめの本 

「君たちはどう生きるか」小説版・漫画版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長先生おすすめの本です！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【第１期】 
赤毛のアン 
トム・ソーヤの冒険 
オズのまほうつかい 
ガリバー旅行記 
若草物語 
名探偵シャーロック・ホームズ 
小公女セーラ 
シートン動物記 オオカミ王ロボ 

 
【第３期】 
少女ポリアンナ 
ロビンソン・クルーソー 
フランダースの犬 
岩くつ王 
家なき子 
三銃士 
王子とこじき 
海底二万マイル 

 

【第２期】 
アルプスの少女ハイジ 
西遊記 
ふしぎの国のアリス 
怪盗アルセーヌ・ルパン 
ひみつの花園 
宝島 
あしながおじさん 
シンドバッドの冒険 

 

おすすめの本 

 1937 年に出版されて以来、数多くの人に読み継がれてきた、

吉野源三郎さんの名作「君たちはどう生きるか」。人間としてど

う生きればいいのか、楽しく読んでいるうちに自然と考えるよ

うに書かれた本書は、子供はもちろん多くの大人たちにも共感

をもって迎えられてきました。勇気、いじめ、貧困、格差、教

養、、、昔も今も変わらない人生のテーマに真摯に向き合う 

主人公のコペル君と叔父さん。二人の姿勢には、生き方の指針

となる言葉が数多く示されています。 

 そんな時代を超えた名著が、原作の良さをそのままに今に蘇

りました。初めて読む人はもちろん、何度か読んだことのある

人も、一度手にとって、人生を見つめ直すきっかけにしてほし

い一冊です。《全国学校図書館協議会選定図書》 


