
タイトル 著者

ことばのこばこ 和田誠

あいうえおっとせい 谷川俊太郎

ねむりのはなし ポール　シャワーズ

せなかをとんとん 最上一平

ばしん！ばん！どかん！ ピータースピア

こんなしっぽでなにするの？ スティーブ ジェンキンズ 

かあさんになったあーちゃん ねじめ正一

てのひらかいじゅう 松橋 利光 

テスの木 ジェス・ブロウヤー 

シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン

発見　栗林さんの虫眼鏡１ 栗林慧

アゲハ（いのちのかんさつ） 中山れいこ

雄太昆虫記　アシナガバチ研究所日記 中川雄太

ここにも、こけが（たくさんのふしぎ傑作集） 越智典子

植物は動いている(科学のアルバム） 清水清

よわいかみつよいかみ かこさとし

草の名前が葉っぱでわかる 近田文弘

地雷のない世界 大塚敦子
おきなわ島のこえ 丸木 俊 
山の学校の子どもたち 長倉洋海
こんなふうに作られる！ ﾋﾞﾙ・ｽﾚｲｳﾞｨﾝ
手で食べる？ 森枝卓士
さわるめいろ 村山純子
百枚のドレス エレナ・エスティス

雨ふる本屋 日向理恵子

鹿よ　おれの兄弟 神沢利子
ユージン・スミス 土方正志

月夜のバス 杉みき子

小さな町の風景 杉みき子

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・３・４年生

２０１8年度後期購入した本が入りました。 12月1日から皆さんに貸し出します。

「教科書で紹介されている本」や人気のサバイバルやかいけつゾロリの本など134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。

図書だより １２月号
平成３０年度第０５号 ２０１８年１２月１日発行

シンガポール日本語補習授業校

作者が生まれた町、そして愛してやまない町、新潟県の高田をモデルにした作品集です。「坂

のある風景」から「海のある風景」まで8章、合わせて45編の物語と小品。「乳母車」「あの坂を

のぼれば」「月夜のバス」「風船売りのお祭り」など、教科書関連図書にも登場する渋い宝石箱

のような一冊です。赤い鳥文学賞受賞作。



タイトル 著者

みんなの未来エネルギー 藤野純一

すごい自然図鑑 石田秀輝

友だちロボットがやってくる 羅 志偉

山のいのち 立松和平

二年間の休暇　上 ｼﾞｭｰﾙ・ｳﾞｪﾙﾇ

二年間の休暇　下 ｼﾞｭｰﾙ・ｳﾞｪﾙﾇ

かえでの葉っぱ Ｄ・ﾑﾗｰｽｺヴァ―

わらいうさぎ 今江祥智

トムは真夜中の庭で ﾌｨﾘﾊﾟ＝ﾋﾟｱｽ

十二歳 椰月美智子

草花のふしぎ世界探検 ピッキオ編著

詩ってなんだろう 谷川俊太郎

だれでも詩人になれる本 やなせたかし

園芸少年 魚住直子

みどりのスキップ 那須正幹 著　西村繁男 画

きみの友だち 重松清

川の光 松浦寿輝

ガラスのうさぎ 高木敬子

生きのびるために デボラ　エリス

疑問調べ大作戦 中川一史

学習に役立つ！なるほど新聞活用術 曽木誠

頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ

夕暮れのマグノリア 安東みきえ

小学５・６年生

たくさんの難問を乗りこえ、世界で初めて、

人をだきあげられるロボット「リー・マン」が

完成しました。「そんなことが、世界初な

の?」と、思うかもしれません。でも、わたした

ちなら簡単にできても、ロボットにはむずか

しいことが、まだまだ山ほどあります。反対

に、ロボットは得意なのに、わたしたちがで

きないこともいっぱいあります。あと２０年も

すれば、家の中にロボットがいる時代が

やってきます。きっと、友だちのようなロボッ

トもつくられているはずです。そんな友だち

ロボットは、わたしたち人間とじょうずにつき

あっていくために、どんな能力を身につける

必要があるのでしょう?

わたしは「みんな」を信じない、

だからあんたと一緒にいる―。

足の不自由な恵美ちゃんと病気

がちな由香ちゃんは、ある事件

がきっかけでクラスのだれとも付

き合わなくなった。学校の人気

者、ブンちゃんは、デキる転校生、

モトくんのことが何となく面白くな

い…。優等生にひねた奴。弱虫

に八方美人。それぞれの物語が

ちりばめられた、「友だち」のほ

んとうの意味をさがす連作長編。

寄宿学校の生徒14人と見習い水夫モコを乗せ

た帆船が嵐で漂流し、無人島に漂着した。少年

たちはこの島をチェアマン島と名づけ、自分たち

の生活を築いていく。人種的偏見や対立をのり

こえて、知恵と勇気をふりしぼり、困難と戦いな

がら生きぬいていく。冒険物語の古典名作を定

評あるレオン・ブネットのさし絵と新訳で贈る完

訳決定版。小学上級以上向。



タイトル 著者

短歌をつくろう 栗木京子

名画に教わる　名画の見かた 早坂優子

書を楽しもう 魚住和晃

緒方貞子　難民支援の現場から 東野真

漢詩への招待 石川忠久

声に出そう　はじめての漢詩①自然のうた 全国漢文教育学会
声に出そう　はじめての漢詩②旅のうた 全国漢文教育学会
声に出そう　はじめての漢詩③生きかたのうた 全国漢文教育学会
タマゾン川 山崎充哲
法隆寺を支えた木 西岡常一
カムイ・ユーカラ 山本多助
色の名前で読み解く日本史 中江克己
沈黙 遠藤周作
万葉集の心を読む 上野 誠
おくのほそ道／芭蕉・蕪村・一茶名句集 井本農一　久富哲雄　堀信夫　山下一海　丸山 一彦　

新・百人一首 岡井隆
カレル・チャペック短編集 カレル・チャペック
老子・荘子 野村茂夫
変身 フランツ　カフカ
おとうと 幸田文
じいちゃんさま 梅佳代
方言の日本地図 真田信治
池上彰のメディア・リテラシー入門 池上彰
ユタとふしぎな仲間たち 三浦哲郎
しろばんば 井上靖
あのころ さくらももこ
ジャガイモのきた道 山本紀夫
レモンをお金にかえる法 ルイズ　アームストロング
ライ麦畑でつかまえて ＪＤサリンジャー
解剖学教室へようこそ 養老孟司
はじめて考えるときのように 野矢茂樹
学ぶこと　思うこと 加藤周一
ひとり 吉本隆明
今昔ものがたり 杉浦明平
桃尻語訳　枕草子　（上） 橋本治
桃尻語訳　枕草子　（中） 橋本治
桃尻語訳　枕草子　（下） 橋本治
ふしぎなことば　ことばのふしぎ 池上嘉彦

その他

中学1・２・３年生

てきやの話術につられて買ってしまった

「まほうカード」のからくり。ガラクタの処方

に困り果てた家庭訪問の思い出。「まる

子」だったあの頃をふりかえる、爆笑と郷

愁のエッセイシリーズ第１弾。

どうして解剖なんかするのか。気味がわるくはないのか。からだ

はどのようにできているのか。解剖すれば、ほんとうにそれがわ

かるのか。「動かぬ肉体」から説き起こし、解剖学の歴史を縦軸

に、ことばの役割、ものの見方、心とからだの問題など、幅広い

視野からヒトという存在を捉えなおす。養老センセイの、ここが原

点。

驚異の名訳ベストセラー、つい

に文庫化！

第一段「春って曙よ！だんだん

白くなってく山の上の空が少し

明るくなって…」から―第二百九

十八段「『本当なの？もうすぐ都か

ら下るの？』って言った男に対し

て」まで。

枕草子の授業が難しかった人は必

読の本！！



サーティンナインクルーズ２４ ゴードン・コーマン

サーティンナインクルーズ２５ ゴードン・コーマン

香菜とななつのひみつ 福田隆浩

しらとりくんはてんこうせい 枡野浩一

かいけつゾロリのちていたんけん 原ゆたか

かいけつゾロリのかいていたんけん 原ゆたか

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか

かいけつゾロリのおいしい金メダル 原ゆたか

5分間のサバイバル　2年生 チーム・ガリレオ

5分間のサバイバル　3年生 チーム・ガリレオ

5分間のサバイバル　4年生 チーム・ガリレオ

5分間のサバイバル　5年生 チーム・ガリレオ

ジャングルのサバイバル１ 洪在徹

ジャングルのサバイバル２ 洪在徹

ジャングルのサバイバル３ 洪在徹

ジャングルのサバイバル４ 洪在徹

ジャングルのサバイバル５ 洪在徹

ジャングルのサバイバル６ 洪在徹
ジャングルのサバイバル７ 洪在徹
ジャングルのサバイバル８ 洪在徹
ジャングルのサバイバル９ 洪在徹
水不足のサバイバル スウィートファクトリー
火災のサバイバル スウィートファクトリー
湿地生物のサバイバル 洪在徹
微生物のサバイバル1 ゴムドリco.
微生物のサバイバル2 ゴムドリco.
激流のサバイバル スウィートファクトリー
有害物質のサバイバル スウィートファクトリー
ＡＩのサバイバル1 ゴムドリco.
科学探偵　謎野真実シリーズ１ 佐東 みどり
科学探偵　謎野真実シリーズ2　科学探偵 ＶＳ． 呪いの修学旅行 佐東 みどり
科学探偵　謎野真実シリーズ3　科学探偵 ＶＳ． 魔界の都市伝説 佐東 みどり
科学探偵　謎野真実シリーズ4　科学探偵 ＶＳ． 闇のホームズ学園 佐東 みどり
おもしろい!進化のふしぎ ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 
おもしろい! 進化のふしぎ 続ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 
おもしろい!進化のふしぎ 続々ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 
蜜蜂と遠雷 恩田陸
シロガラス１　パワー・ストーン 佐藤多佳子
シロガラス2　めざめ 佐藤多佳子
シロガラス3　ただいま稽古中 佐藤多佳子
シロガラス４　お神楽の夜に 佐藤多佳子
シロガラス５　青い目のふたご 佐藤多佳子
愛蔵版　ジュニア空想科学読本⑥ 柳田理科雄
ぼくたちと駐在さんの７００戦争　ベスト版 ママチャリ
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図書室からのお知らせ

★日本人会図書館の本を間違えて返却しないよう気をつけてください。

★図書室や相談室での忘れ物が相次いでいます。持ち物には、記名をお願いします。

★図書室や相談室で見つかった忘れ物を、職員室にて預かっています。

職員室までお問い合わせください。

★図書ボランティア募集

本校では、図書ボランティアさんを募集しています。土曜日の午後1時から5時まで図書室の

お手伝いが可能な方で、興味のある方は遠慮なくお問合せください。

Ｅメール ： hoshuko@jss.edu.sg 電話 ： ６７７７ ５５６０


