
《中央館から おすすめの本》
学年 本の名前 作者の名前 出版社

てんしき 川端　誠／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ゆうこさんのルーペ 多屋　光孫／文・絵 合同出版

ぶんぶくちゃがま 富安　陽子／文，植垣　歩子／絵 小学館

わたしがかわるみらいもかわる
原　琴乃／作，
ＭＡＫＯオケスタジオ／絵

汐文社

子どもの権利ってなあに？
アラン・セール／文，
オレリア・フロンティ／絵

解放出版社

ウエズレーの国
ポール・フライシュマン／作，
ケビン・ホークス／絵

あすなろ書房

でんごんゲーム 宮下　すずか／作 くもん出版

チーターよりはやくはしるのはだあれ？ ロバート・Ｅ・ウェルズ／さく 評論社

チョコレート戦争 大石　真／作 理論社

星明かり 熊谷　千世子／作 文研出版

ひかる石のおはなし 小手鞠　るい／作 あかね書房

オポッサムはないてません フランク・タシュリン／文・絵 大日本図書

イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング／著 静山社

もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド・Ｊ．スミス／文 小峰書店

宇宙の話をしよう 小野　雅裕／作 ＳＢクリエイティブ

木の声が聞こえますか 池田　まき子／著 岩崎書店

獣の奏者　１～４ 上橋　菜穂子／作 講談社

太郎の窓 中島　信子／著 汐文社

じりじりの移動図書館（ブックカー） 廣嶋　玲子　ほか／著 講談社

からくり探偵団 藤江　じゅん／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

１１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ／作 文研出版

戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂

気がつけば動物学者三代 今泉　忠明／著 講談社

焼き肉を食べる前に。 中川　洋典／聞き手・絵 解放出版社

あしたの幸福 いとう　みく／著 理論社

僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥／著 ポプラ社

西の魔女が死んだ 梨木　香歩／著 小学館

青の王 廣嶋　玲子／著 東京創元社

赤毛証明 光丘　真理／作 くもん出版

ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン／作 岩波書店

八十日間世界一周　上・下 ヴェルヌ／著 光文社
人生で大事なことはみんなゴリラ
から教わった

山極　寿一／著 家の光協会

１３歳からのアート思考 末永　幸歩／著 ダイヤモンド社
友達ゼロで不登校だった僕が世界一
ハッピーな高校生になれたわけ

よしあき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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《三和分館から おすすめの本》
学年 本の名前 作者の名前 出版社

ちこくのりゆう 北村　裕花／絵 童心社

くつやさんとおばけ いわさき　さとこ／作 ＢＬ出版

ピーターとオオカミ
セルゲイ・プロコフィエフ／作，森安　淳／文，
降矢　なな，ペテル・ウフナール／絵 偕成社

てんこうせいはワニだった！ おの　りえん／作・絵 こぐま社

へのへのもへじのおともだち 宮下　すずか／作 くもん出版

くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし／文 福音館書店

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ／著 白泉社

めいたんていサムくんとあんごうマン 那須　正幹／作 童心社

かえるのごほうび 木島　始／さく 福音館書店

ジョナスのかさ
ジョシュ・クルート／文，
アイリーン・ライアン・イーウェン／絵 光村教育図書

おねがい流れ星 如月　かずさ／作 小峰書店

ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉　幸子／作 偕成社

セラピードッグのハナとわたし 堀　直子／作 文研出版

きくち駄菓子屋 かさい　まり／文 アリス館

猫町ふしぎ事件簿　1・2 廣嶋　玲子／作 童心社

空をけっとばせ 升井　純子／作 講談社

アネモネ戦争 上村　亮太／作 ＢＬ出版

ぼくらの一歩 いとう　みく／作 アリス館

嘘吹きネットワーク 久米　絵美里／著 ＰＨＰ研究所
探検！いっちょかみスクール
魔法使いになるには編

宗田　理／作 静山社

あしたのことば 森　絵都／作 小峰書店

三毛猫ホームズの宝さがし 赤川　次郎／著 汐文社

こちら、まほろば動物病院 鷲塚　貞長／著 つちや書店

宇宙に行ったらこうだった！ 山崎　直子／著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

にげてさがして ヨシタケ　シンスケ／著 赤ちゃんとママ社

みつばちと少年 村上　しいこ／著 講談社

日向丘中学校カウンセラー室 まはら　三桃／著 アリス館

令夢の世界はスリップする はやみね　かおる／著 講談社

見た目レンタルショップ　化けの皮 石川　宏千花／著 小学館

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈　ヒロ子／著 あすなろ書房

ヨンケイ！！ 天沢　夏月／著 ポプラ社

Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 講談社／編 講談社

そして、ぼくは旅に出た。 大竹　英洋／著 あすなろ書房

部活魂！この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室　ほか／著 筑摩書房

   各
かく

図書館
  と  しょ かん

から、図書館
  と  しょ かん

員
いん

おすすめの「夏休
なつやす

みに読
  よ

みたい本
ほん

」を紹介
しょうかい

しています。

低

学

年

中

学

年

高

学

年

中

学

生



《夜久野分館から おすすめの本》
学年 本の名前 作者の名前 出版社

梨の子ペリーナ
イタロ・カルヴィーノ／再話，
酒井　駒子／絵

ＢＬ出版

やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ／〔作〕 偕成社

字のないはがき
向田　邦子／原作，
角田　光代／文，西　加奈子／絵

小学館

うみのとしょかん　あらしがやってきた 葦原　かも／作 講談社

だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子／作 偕成社

しゅくだいさかあがり 福田　岩緒／作・絵 ＰＨＰ研究所

ぞうくんかいぞくになる セシル・ジョスリン／作 出版ワークス

プーカの谷 渡辺　洋子／編・訳 こぐま社

ドームがたり アーサー・ビナード／作 玉川大学出版部

「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン／作 評論社

北里柴三郎 たから　しげる／文 あかね書房

俳句ステップ！ おおぎやなぎ　ちか／作 佼成出版社

オオハシ・キング 当原　珠樹／作 ＰＨＰ研究所

ぼくの席がえ 花田　鳩子／作 ＰＨＰ研究所

泣き神さまサワメ 横山　充男／作 文研出版

アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店

消えたレッサーパンダを追え！ たけたに　ちほみ／文 学研プラス

わくわく小惑星ずかん 吉川　真／監修 恒星社厚生閣

夏空に、かんたーた 和泉　智／作 ポプラ社

こんぴら狗 今井　恭子／作 くもん出版

風のことば空のことば 長田　弘／詩 講談社

江戸の空見師　嵐太郎 佐和　みずえ／作 フレーベル館

バウムクーヘンとヒロシマ 巣山　ひろみ／著 くもん出版

かじ屋と妖精たち 脇　明子／編訳 岩波書店

１３歳から分かる！７つの習慣 「７つの習慣」編集部　ほか／監修 日本図書センター

わたしは大統領の奴隷だった
エリカ・アームストロング・ダンバー，
キャサリン・ヴァン・クリーヴ／著 汐文社

カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ／原作 双葉社

夕凪の街　桜の国 こうの　史代／著 双葉社

ライラックのワンピース 小川　雅子／作 ポプラ社

ベランダの秘密基地 木村　色吹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

また、同じ夢を見ていた 住野　よる／著 双葉社

スイマー 高田　由紀子／著 ポプラ社

わたしの空と五・七・五 森埜　こみち／作 講談社

チェリーシュリンプ ファン　ヨンミ／作 金の星社
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《大江分館から おすすめの本》

学年 本の名前 作者の名前 出版社

おとうとのたからもの 小手鞠　るい／作 岩崎書店

宇宙人がいた やまだ　ともこ／作 金の星社

魔女のいじわるラムネ 草野　あきこ／作 ＰＨＰ研究所

へんてこもりのなまえもん たかどの　ほうこ／作・絵 偕成社

しりとりのくに 深見　春夫／作・絵 ＰＨＰ研究所

なにかがいる 佐藤　雅彦，ユーフラテス／作 福音館書店

ぼくとがっこう はた　こうしろう／絵 アリス館

バルバルさん　きょうはこどもデー 西村　敏雄／絵 福音館書店

二平方メートルの世界で はた　こうしろう／絵 小学館

大坂城のシロ あんず　ゆき／著 くもん出版

あららのはたけ 村中　李衣／作 偕成社

富士山のまりも 亀田　良成／文 福音館書店

絵本江戸のくらし 太田　大輔／作 講談社

やばいことわざ 齋藤　孝／監修 アスコム

会えるかも！？妖怪ずかん
よしなが　こうたく，
ようかいガマとの／著

あかね書房

オズの魔法使い Ｌ・Ｆ・バウム／作 福音館書店

ふつうに生きるって何？ 井手　英策／著 毎日新聞出版

小説はたらく細胞
清水　茜／原作・イラスト，
時海　結以／著

講談社

夏に降る雪 あんず　ゆき／作 フレーベル館
悩める女子の教室で偉人が人生を
語りだした

木平　木綿／編 学研プラス

ゆきとどいた生活 星　新一／作 理論社
銀河鉄道の夜
（２１世紀版少年少女日本文学館　８）

宮沢　賢治／著 講談社

となりの火星人 工藤　純子／著 講談社

大坂オナラ草紙 谷口　雅美／著 講談社

旅する５４字の物語 氏田　雄介／編著 ＰＨＰ研究所

５分後に絆のラスト エブリスタ／編 河出書房新社

放課後オンライン みずの　まい／作 ポプラ社

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 国土社

卒業旅行 小手鞠　るい／著 偕成社

毎日がつまらない君へ 佐藤　慧／著 東洋館出版社

１４歳の君へ 池田　晶子／著 毎日新聞社

１３歳からの「ネットのルール」 小木曽　健／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

レディオワン 斉藤　倫／著 光村図書出版

刑事の子 宮部　みゆき／著 光文社
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