とびばこのひるやすみ
村上 しいこさく，長谷川
義史え
ＰＨＰ研究所
2013 年 \1,100けんいちは、とびばこがとべません。ひるやすみに
練習していると、とびばこからおばちゃんの声が！
「学校から、とびだしてみたいんや。」そのねがいを
かなえようと、がんばるけんいち。お返しに、とって
おきのおまじないを教えてもらいます。さて、けんい
ちは、とびばこがとべるようになるのでしょうか？

おばけやさん １～７
おかべ りか作
偕成社
2011 年～ 各\1,000-

「いらっしゃいませ！」小学生のたもつくんは、ち
ょっと変わったお店屋さん。それは、おばけを貸し出
す「おばけやさん」！おるすばんやおつかい、にわの
草むしりなどのお手伝いをしてくれます。４コマまん
がやいろんな形に変身するゆかいなおばけの姿も楽
しめます。あなたは何をたのんでみますか？

あやしの保健室 １～２
染谷 果子作，HIZGI 絵
小峰書店
2016 年～ 各\1,300－

砺波市の小・中学校で
子どもたちのそばで読書を見守る
学校司書が選んだ
今、家族で読むおすすめの
本を紹介します。
（表示の金額は 2017 年 11 月時点の本体価格です）

「おいでなさいまし。
」と保健室でむかえてくれた
のは、この春学校にやってきた奇野妖乃（あやしのあ
やの）先生。なやんでいる子供にわたす特製アイテム
は、カミングアウトグリーンガム、シンキロウスプレ
ーなど。すごい効き目があるけれど時々困ったことが
…。でも先生は何だかうれしそう。それはなぜ?!

妖怪アパートの幽雅な
日常 全１０巻、ラスベ
ガス外伝
香月 日輪著
講談社 2003～09 年 各\950－
大家さんは黒坊主で賄いさんは手首だけ？！高校

発行：砺波市教育委員会

入学と同時に一人暮らしを始めた稲葉夕士の下宿先
「寿荘」はホンモノの「妖怪アパート」でした。妖

発行日：２０１7．１１．２６
編集：砺波市立図書館

怪、幽霊、人間が入り混じる奇妙な共同生活の中で
は常識なんてものは通用しません。あなたも「妖怪
アパート」で非日常な生活を体験してみませんか？

１１歳のバースデー
１～５

これはなんのようちゅうか
な？いもむし・ようちゅう図鑑

井上 林子作，イシヤマ アズサ絵
くもん出版

岡島秀治・福田晴夫・岸田泰則
監修
学研プラス(発行) 2015 年 \1,500－

2016 年 各\1,100-

まんがの美少女戦士にあこがれる春山ましろ、自

にがてな人が多い、いもむしやけむしのなかま。で

分勝手な夏木アンナ、暴れんぼうの伊地知一秋、無

も、それがやがて美しい生きものにへんしんすると分

口な冬馬晶、不器用でのんびりな四季和也。遠足で

かったら、ちょっとワクワクしませんか？この本で

迷子になり、５人はおたがいの知らなかった一面に

は、気になる虫のすみかやそだて方が、かんたんに調

気づく。それぞれの思いや関係も変化して…。あな

べられます。また、チョウやガ、コウチュウの親虫に

たのそばにもよく似た同級生がいるかもしれない。

なる前のすがたがずらりと見やすくのっています。

オレさすらいの転校生

かわ

吉野 万理子著，平沢 下戸イラ
スト
理論社

鈴木 のりたけ著
幻冬舎

2016 年 \1,000-

2010 年 \1,300－

父親の転きんが理由で１学期ごとに転校をくり返

みんなの近くにある「かわ」。この本では、はじま

している曲角風馬。小学４年の夏の終わり、１１回目

りから海に出るところまでのすべてが分かります。も

の転校先にやって来た。どきどきの転校初日の登校

ちろん田んぼや池などについても。ページをめくれ

中、変なくねくね歩きの小学生らに追いぬかれる。新

ば、
「かわ」に住むたくさんの生きものがいっぱい。

しい学校でのきんちょう、出会い、ちょう戦。風馬の

あなたも魚になって、およいでみませんか？いつもは

3 か月間の思いや生活がぎゅっとつまった物語。

気づかない何かが、見つかるかもしれませんよ。

なみきビブリオバトル・ス
トーリー 本と４人の深呼吸
赤羽 じゅんこ，松本 聰美，お
おぎやなぎ ちか，森川 成美
作，黒須 高嶺絵
さ・え・ら書房 2017 年 \1,400－

単位がわかる リットルのえ

ほん
オフィス３０３編
ほるぷ出版 2017 年 \1,500－

面白いと思った１冊を持ち寄り紹介し合うビブリ

単位がニガテな人って多いよね。「かさ」をはかる

オバトルに、４人の小学生が参加します。どの本を選

単位リットルが身のまわりにあるものでイメージで

ぼうかな？ちゃんと伝わるかな？悩みながらも、彼ら

きれば、算数が楽しくなるかも。カラフルな表紙に引

が心をこめて紹介した本を、あなたもきっと読みたく

きつけられ、ページをめくると、みんなこわがる注射

なります。人と本を結ぶビブリオバトルに挑戦してみ
ませんか？巻末に紹介本のリストがあります。

器の大きな写真が！！「かさ」はどんどん大きくなっ
て、最後は地球の海水の量まで分かるよ！
続きも２冊出ています。

リンゴの丘のベッツィー

月の満ち欠けのひみつ

ドロシー・キャンフィールド・
フィッシャー作，多賀 京子訳，
佐竹 美保絵
徳間書店 2008 年 \1,600－

関口シュン絵・文，木村直人監修
子どもの未来社 2013 年 \2,500－

ミ
ヅキさんのムーンクッキー
（もっとたのしく夜空の話）

泣き虫で人に頼ってばかりだった９歳の少女ベッ

月のもようのミヅキさん特製ムーンクッキー。それ

ツィー。ある日いきなり汽車に乗せられ、いなかの農

をきっかけに孫のヨウスケとサツキは月の満ち欠け

場に預けられます。初めて馬車をあやつったり、バタ

の観察を始めました。太陽の光の当たり方で地球から

ーを作ったり、さまざまな経験をしながらしだいにで

見える月の形が毎日変わるしくみをイラストで分か

きることが増えていきます。アメリカで 1００年前に

りやすく教えてくれます。今日はどんな月と会えるか

出版され、ずっと読み継がれてきた物語です。

な。一緒に空を見上げて月の出を待ちませんか。

カモのきょうだいクリとゴ
マ

小やぎのかんむり
市川 朔久子著
講談社

なかがわ ちひろ作・絵，中村
玄写真
アリス館 2011 年 \1,400-

2016 年 \1,400-

大雨の日に、田んぼのあぜ道で卵を見つけた小学

中三の夏芽は田舎のお寺でのサマーキャンプに参

生のゲン。助けたい思いでポケットに入れて持ち帰

加し、そこで母親に置いていかれた幼い少年、雷太と

ってしまいます。卵はどうなるのでしょうか？たく

出会う。なかなか心を開こうとしない彼との関わりの

さんのイラストや写真もあり、家族で見守るあたた

中で、夏芽は自分が抱えている問題と向き合う。
「あ

かさが伝わってきます。人間の手で育てたからこそ、

なたはかけがえのない一番大切な存在」そんなかんむ

驚きのヒミツも分かる、本当にあったお話です。

りをそっと載せてあげたくなる、心温まる物語。

夢をつかもう！ノーベル賞
感動物語（集英社みらい文庫）

月夜に見参！
（くのいち小桜忍法帖 １）
シリーズ全４巻

高橋 うらら著，森川 泉絵
集英社

斉藤 洋作，大矢 正和絵
あすなろ書房 2015～17年 各\1,300-

2016 年 \640-

「ノーベル賞って何？」「なぜ受賞したの？」「受

江戸の町では、同心や忍びがつぎつぎ殺され、子

賞者は、子供のころどんな子だったの？」など、ノ

どもたちがかどわかされていた。少女忍者小桜が、

ーベル賞の事が何でも分かる本です。平和賞を受賞

あるときは振袖姿の美少女、そしてあるときは商家

したとき、マザー・テレサは「世界平和のためには

の丁稚にと、変幻自在に姿を変え、忍犬の半守とと

どうしたらいいか」という問いに答えました。それ

もに事件の謎を追う。橘北家四郎小桜、月夜に見参

は、だれにもできるある事です。何だと思いますか？

つかまつる！

大接近！工場見学

１～５

ファンタスティック・ビー
ストと魔法使いの旅 映画
オリジナル脚本版

高山 リョウ構成・文，富永泰
弘写真
岩崎書店 2017 年～ 各￥2,400-

Ｊ．Ｋ．ローリング著，松岡 佑
子日本語版監修訳
静山社 2017 年 \1,600-

みんなが知っているおなじみの商品の工場に潜

「ハリー・ポッター」シリーズの著者が脚本家デ

入しました！大人気ガリガリ君やミートボール。学

ビューを果たした作品。ハリーの物語より５０年以

校生活に欠かせないランドセルにクレパス。子ども

上前の時代が舞台。探検家で魔法動物学者のニュー

よりも大人が夢中？プラモデルなど。大迫力の大き

トのカバンが取り違えられたことから始まる大騒

な機械から材料や部品、作業している人の細かい手
作業まで写真で分かりやすく紹介されています。

動。魅力的な登場人物たちが活躍する冒険物語。き
っと魅せられてしまいますよ。

季節のことば
（調べる学習百科）

山月記
（現代語訳名作シリーズ）

中村 和弘監修
岩崎書店

中島 敦作，小前 亮現代語訳
理論社

2016 年 \3,600-

2014 年 \1,400-

春一番、青葉、梅雨、入道雲、月見、新米、紅葉狩

豊かな知識と才能にあふれ、難関試験に合格して

り、冬将軍、三寒四温、立春。四季折々に見聞きする

役人になった若い男。しかし仕事に不満をもち、精

言葉４００語の意味や由来がわかります。季節別、ジ

神を病み、ついには虎に変身してしまう。山中で旅

ャンル別さくいんでも簡単に探せます。旬の料理や行

人を襲う日々の中、古い友人に出会い、苦しい胸中

事、その時期ならではの工作までもりだくさん。優し

を語り始める。現代語訳でストーリーをつかんだ

い絵で日本語の美しさを楽しめるお得な１冊。

ら、味わい深い原文もぜひ読んでみてください。

中高生のための「かたづけ」
の本 （岩波ジュニア新書）

ヒーロー！
白岩 玄著
河出書房新社
2016 年 ￥1,400－

杉田 明子，佐藤 剛史著
岩波書店
2014 年 \840－

学校の平和を守るため、ヒーローばかの男子新島英
雄にまき込まれ、ひねくれ文化系女子佐古鈴はパフォ
ーマンスショーの演出担当に。大仏マン・ショーでい
じめをなくせ!!だが、親友玲花が敵となって立ちはだ
かる…。はたして、英雄たちは生徒の居場所を作れる
のか？正しさとは何かを問う痛快学園小説。

スマイリング！ 岩熊自転車
関口俊太
土橋 章宏著
中央公論新社
２016 年 \1,300－

「かたづける」ということが人生を変えるきっか
けに繋がることを知っていますか？この本では、実
際のかたづけ方法はもちろん、
「かたづけ力」を身に
付けることが、社会に出て役立つ力、幸せに生きる
力を養うことを教えてくれます。今から「かたづけ
力」を鍛えれば、明るい未来は間違いなしです。

京大カレー部 スパイス活動
石﨑 楓著
世界文化社
2017 年 \1,300-

家庭環境に恵まれない俊太は、憧れのロードバイク

著者は南砺市出身。中学時代に衝撃的な出会いを

が買えない。重いママチャリで必死に走るが、グルー

したカレーを追求し、インド哲学を学びに京大へ。

プでは疎外感を味わう。だが、町の自転車屋のオヤジ

京大では「カレー部」に入り、さらにその奥深さに

岩熊との出会いが俊太を変え、二人は自転車レースの

魅了されていく。単に食べ歩きやレシピ本ではなく、

ジュニア部門に挑む。レースでライバルと俊太は互い

スパイスの歴史や農業体験も行っての地元食材の研

を認め合い、ついに俊太は先頭へと迫る…。

究など、大好きを極めた著者に勇気づけられます。

アポリア

あしたの風

いとう みく作
童心社
2016 年 \1,500－

オバマ大統領がヒロシマを
訪れた日
広島テレビ放送編
ポプラ社
2016 年 \1,100-

２０ＸＸ年、東京に大地震が発生。引きこもりの
中学生一弥は、一瞬にしてすべてを失った。
“僕は助

原爆投下から７１年。現職アメリカ大統領が初めて

オバマ大統領がヒロシマを
広島を訪問し、平和記念公園で演説を行なった。この

けられたが、母は助けられなかった”一弥の苦悩の

訪れた日
ヒロシマ演説の全文が、やわらかなタッチで対訳され

日々が続く。が、ある時、残された命・大切なこの

ている。また、表紙やページにはオバマ大統領が折っ

命を精一杯生きることに気がついた。ここで…ここ

た“折り鶴”がちりばめられていて「あの日」を忘れ
ポプラ社

から、ひと筋の光を求めて、生きて行こう！と。

てはならないというメッセージが伝わってくる。
2016 年 \1,100-

広島テレビ放送編

京都寺町三条のホームズ
１～８（双葉文庫）

くらべる時代 昭和と平成

望月 麻衣著
双葉社

おかべ たかし文，山出 高士写
真
東京書籍 2017 年 \1,300-

2015 年～ 各\602～657-

失恋の痛手を抱えた女子高生の葵は、
「寺町のホー

表紙のオムライスのように、私達が日常目にする

ムズ」と呼ばれる京大大学院生清貴がいる骨董品店で

ものが「昭和」と「平成」でどのように変わってい

アルバイトを始める。骨董品にまつわる謎を解きなが

ったのか、そんないろいろな物や事柄の変化を写真

ら、京都の名所を清貴が丁寧に説明してくれ、京都名

と文章で分かりやすく紹介。ページをめくるごとに

所案内としても楽しめる。失恋から立ち直っていく葵

懐かしさや驚きが。時代の流れについて話し合った
り、家族みんなで楽しめる１冊。

と、イケメン清貴の恋の行方も見逃せません。

