
平成22年度第56回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ミリーのすてきなぼうし きたむら さとし／作（BL出版） 2009 E/ｷﾀﾑ/09.6

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜静＞がついているものは「静岡県夏休み推せん図書」にも選ばれています。

小学校低学年の部

とっておきの詩
村上 しいこ／作
市居 みか／絵（PHP研究所）

2009
913.6/ﾑﾗｶ
/09.11

むねとんとん
さえぐさ ひろこ／作
松成 真理子／絵（小峰書店）

2009
913.6/ｻｴｸ
/09.10

ティエリー・ロブレヒト／作
いじわるなないしょオバケ

ティエリ ・ロブレヒト／作
フィリップ・ホーセンス／絵
（文溪堂）

2009 E/ｺｻﾝ/09.6

こぶとりたろう＜静＞
たかどの ほうこ／作
杉浦 範茂／絵（童心社）

2009 E/ｽｷｳ/09.11

野 道子／作

小学校中学年の部

点子ちゃん
野田 道子／作
太田 朋／絵（毎日新聞社）

2009 913.6/ﾉﾀ/09.9

ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ／作
カードラ・モハメッド／作
（岩崎書店）

2009 E/ﾁﾔｶ/09.9

やんちゃ子グマがやってきた!
あんず ゆき／文
（フレ ベル館）

2009 489/ｱﾝｽ/09.4
（フレーベル館）

/ｱ /

すみ鬼にげた
岩城 範枝／作
松村 公嗣／絵（福音館書店）

2009
913.6/ｲﾜｷ
/09.11

建具職人の千太郎
岩崎 京子／作
田代 三善／絵（くもん出版）

2009
913.6/ｲﾜｻ

/09 6

小学校高学年の部

田代 三善／絵（くもん出版） /09.6

リキシャ★ガール
ミタリ・パーキンス／作
ジェイミー・ホーガン／絵
（鈴木出版）

2009 933/ﾊｷﾝ/09.10

海は生きている 富山 和子／著（講談社） 2009 452/ﾄﾐﾔ/09.10



づく ズ 束 澄 [著] ポプ 社 2009
913 6/ﾔﾂｶ

中学校の部

明日につづくリズム 八束 澄子／[著]（ポプラ社） 2009
913.6/ﾔﾂｶ

/09.8

ビーバー族のしるし
エリザベス・ジョージ・スピア／著
こだま ともこ／訳
（あすなろ書房）

2009 933/ｽ/09.2

奇跡のプレイボール 大社 充／著（金の星社） 2009 319/ｵｵｺ/09.12

風をつかまえて 高嶋 哲夫／著（日本放送出版協会） 2009
913.6/ﾀｶｼ

/09.3

ハサウェイ・ジョウンズの恋
カティア・ベーレンス／[著]
鈴木 仁子／訳（白水社）

2009 943/ﾍﾚﾝ/09.2

高等学校の部

鈴木 仁 訳（ 水社）

インパラの朝 中村 安希／著（集英社） 2009 292/ﾅｶﾑ/09.11

展示期間2010年７月17日～８月31日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）



平成22年度静岡県教育研究会学校図書館研究部選定静岡県夏休み推せん図書

書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号
幼児向き

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜課＞がついているものは「青少年読書感想文全国コンクール課題図書」にも、
　　　　＜緑＞がついているものは「全国学校図書館協議会選定「夏休みの本」（緑陰図書）」にも
　　　　選ばれています。

やまのバス
内田 麟太郎／文
村田 エミコ／画（佼成出版社）

2009 E/ﾑﾗﾀ/09.9

とんとんとんこんにちは! まつい のりこ／さく（童心社） 2009 E/ﾏﾂｲ/09.10

かくれんぼタンプティ
ポリー・ダンバー／さく・え
もとした いづみ／やく 2009 E/ﾀﾝﾊ/09 9かくれんぼタンプティ もとした いづみ／やく
（フレーベル館）

2009 E/ﾀﾝﾊ/09.9

なんのぎょうれつ? オームラ トモコ／作（ポプラ社） 2009 E/ｵﾑﾗ/09.8

なぁんくくるんなぁんくくるん
中川 まちこ／文
いまき みち／絵（そうえん社）

2009 E/ｲﾏｷ/09.8

小学校低学年（１～２年）向き

なぁんくくるんなぁんくくるん
いまき みち／絵（そうえん社）

2009 E/ｲﾏｷ/09.8

こぶとりたろう＜課＞
たかどの ほうこ／作
杉浦 範茂／絵（童心社）

2009 E/ｽｷｳ/09.11

あるくのがきらいな王さまのはなし
松野 正子／作
岡田 淳／絵（PHP研究所）

2009
913.6/ﾏﾂﾉ

/09.5

やどかり
だいすきしぜんみずのいきもの

久保 秀一／写真（フレーベル館） 2009 E/ｸﾎ/09.6

招福堂のまねきねこ
茂市 久美子／作
黒井 健／絵（学研）

2009 913.6/ﾓ/09.6

小学校中学年（３～４年）向き

パンダの手には、かくされたひみつが
あった!

山本 省三／文
喜多村 武／絵（くもん出版）

2007 E/ｷ/07.12

特急おべんとう号
岡田 よしたか／さく・え
（福音館書店）

2009
913.6/ｵｶﾀ

/09.3

最上 一平／作 913 6/ﾓｶﾐ
ゆっくり大きくなればいい

最上 平／作
武田 美穂／絵（ポプラ社）

2009
913.6/ﾓｶﾐ

/09.9



月 青空
八束 澄子／作

2009
913 6/ﾔﾂｶ

小学校高学年（５～６年）向き

月の青空
八束 澄子／作
ささめや ゆき／絵（岩崎書店）

2009
913.6/ﾔﾂｶ
/09.11

犬たちをおくる日
今西 乃子／著
浜田 一男／写真（金の星社）

2009 645/ｲﾏﾆ/09.7

トレッリおばあちゃんのスペシャル・メ
ニュー

シャロン・クリーチ／作
せな あいこ／訳（評論社）

2009 933/ｸﾘﾁ/09.8
な あ 訳（評論社）

ジェミーと走る夏＜緑＞
エイドリアン・フォゲリン／作
千葉 茂樹／訳（ポプラ社）

2009 933/ﾌｵｹ/09.7

単純な脳、複雑な「私」 池谷 裕二／著（朝日出版社） 2009 491/ｲｹﾀ/09.5

中学生向き

龍の腹
中川 なをみ／作
林 喜美子／画（くもん出版）

2009
913.6/ﾅｶｶ

/09.3

HIV/エイズとともに生きる子どもたち
ケニア

山本 敏晴／写真・文（小学館） 2009 302/ﾔﾏﾓ/09.12

文化祭オクロック 竹内 真／著（東京創元社） 2009
913.6/ﾀｹｳ

/09.7

神去なあなあ日常 三浦 しをん／著（徳間書店） 2009
913.6/ﾐｳﾗ

/09.5

いっぽいっぽ 幸田 啓子／著（ぶどう社） 2009 916/ｺｳﾀ/09 7いっぽいっぽ 幸田 啓子／著（ぶどう社） 2009 916/ｺｳﾀ/09.7

COWHOUSE 小路 幸也／著（ポプラ社） 2009
913.6/ｼｮｳ

/09.6

岬バーガー 本馬 英治／著（リトルモア） 2008
913.6/ﾎﾝﾏ

/08.7

展示期間2010年７月17日～８月31日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）



第2８回なつやすみ読書感想画コンクール指定図書

書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号
低学年（１～２年）の部

ふしぎの森のヤーヤーなみだのひみつ
内田 麟太郎／作
高畠 純／絵（金の星社）

2009
913.6/ｳﾁﾀ

/09.6

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

うさぎのおいしゃさんバーニーせんせい 河相 美恵子／作（国土社） 2009 E/ｶﾜｲ/09.7

かさの女王さま
シリン・イム・ブリッジズ／文
ユ テウン／絵（セーラー出版）

2008 E/ﾕ/08.12

しょうぼうしょは大いそがし
ハネス・ヒュットナー／作
ゲルハルト・ラール／絵 2009 943/ﾋ/09.11
（徳間書店）

/ /

中学年（３～４年）の部

テレビのむこうの謎の国
エミリー・ロッダ／著
さくま ゆみこ／訳（あすなろ書房）

2009 933/ﾛﾂﾀ/09.4

往診は馬にのって 井上 こみち／文（佼成出版社） 2009 649/ｲﾉｳ/09.9

誕生石はムーンストーン
岡田 なおこ／作
桑原 良江／絵（新日本出版社）

2009
913.6/ｵｶﾀ

/09.3

月の剣の物語
かとう じゅんこ／作
あべ 弘士／絵（理論社）

2009
913.6/ｶﾄｳ

/09.9

高学年 年 部高学年（５～６年）の部

魔物の森のふしぎな夜
富安 陽子／著
大庭 賢哉／絵（偕成社）

2008 913.6/ﾄ/08.11

ぼくはおじさん
山下 奈美／作
篠崎 三朗／絵（小峰書店）

2009
913.6/ﾔﾏｼ

/09.7

ダリウスが飛んだ!
ビル・ハーレイ／作
日当 陽子／訳（PHP研究所）

2009 933/ﾊﾚｲ/09.9

シュート日記
山本 静夫／作
なかがみ いくよ／絵
（ひくまの出版）

2009
913.6/ﾔﾏﾓ
/09.11

展示期間2010年７月17日～８月31日
〒422 8002静岡市駿河区谷田53 1静岡県立中央図書館〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）



平成2２年度全国学校図書館協議会（ＳＬＡ）選定
第4３回「夏休みの本」（緑陰図書）

書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号
小学校低学年

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜静＞がついているものは「静岡県夏休み推せん図書」にも選ばれています。

第4３回「夏休みの本」（緑陰図書）

かわうそ3きょうだい あべ 弘士／作（小峰書店） 2009 E/ｱﾍ/09.11

ミキとひかるどんぐり
赤羽 じゅんこ／作
つちだ よしはる／絵（国土社）

2009
913.6/ｱｶﾊ
/09.10

トン・ウーとはち
小風 さち／作
小野 かおる／絵（講談社）

2009 E/ｵﾉ/09.5
小野 かおる／絵（講談社）

/ /

しまうまのしごとさがし トビイ ルツ／作・絵（PHP研究所） 2009
913.6/ﾄﾋｲ
/09.12

あくびばかりしていたおひめさま
カルメン・ヒル／文
エレナ・オドリオゾーラ／絵
（光村教育図書）

2009 E/ｵﾄﾘ/09.7

おらんうーたんのおうち
岩合 日出子／ぶん
岩合 光昭／しゃしん（福音館書店）

2010 E/ｲﾜｺ/10.3

おじいちゃんとテオのすてきな庭
アンドリュー・ラースン／文
アイリーン・ルックスバーカー／絵
（あすなろ書房）

2009 E/ﾙﾂｸ/09.10

/ /雨をよぶ龍 秋山 とも子／文 絵（童心社） 2009 E/ｱｷﾔ/09.5



小学校中学年

じぶん 木
最上 一平／作

2009 E/ ﾂﾅ/09 12じぶんの木
最上 平／作
松成 真理子／絵（岩崎書店）

2009 E/ﾏﾂﾅ/09.12

ぼくのネコにはウサギのしっぽ
朽木 祥／作
片岡 まみこ／絵（学研）

2009
913.6/ｸﾂｷ

/09.6

あえてよかったね
山末 やすえ／作
徳永 健／画（くもん出版）

2009
913.6/ﾔﾏｽ

/09.4徳永 健 画（ も 出版） /09.4

八ケ岳に舞え、100万のオオムラサキ
反町 昭子／作
山口 まさよし／絵（汐文社）

2010 486/ｿﾘﾏ/10.1

おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ／作
さくま ゆみこ／訳（あすなろ書房）

2009 E/ｼﾕﾙ/09.5

ジ ニフ リチャ ド
いちばんに、なりたい!

ジェニファー・リチャード
・ジェイコブソン／作
武富 博子／訳（講談社）

2009 933/ｼｴｲ/09.7

どうしてぼくをいじめるの?
ルイス・サッカー／作
はら るい／訳（文研出版）

2009 933/ｻﾂｶ/09.4

エンザロ村のかまど
さくま ゆみこ／文

2009 333/ｻｸﾏ/09 6エンザロ村のかまど
沢田 としき／絵（福音館書店）

2009 333/ｻｸﾏ/09.6

小学校高学年

アブエラの大きな手
中川 なをみ／作
あずみ虫／絵（国土社）

2009
913.6/ﾅｶｶ
/09.11

卒業の歌 本田 有明／著（PHP研究所） 2010
913.6/ﾎﾝﾀ

/
卒業の歌 本田 有明／著（PHP研究所） 2010

/10.1

ひとりたりない
今村 葦子／作
堀川 理万子／絵（理論社）

2009
913.6/ｲﾏﾑ

/09.7

秘密のマシン、アクイラ
アンドリュー・ノリス／著
原田 勝／訳（あすなろ書房）

2009 933/ﾉﾘｽ/09.12

本だらけの家でくらしたら
N.E.ボード／作
柳井 薫／訳（徳間書店）

2009 933/ﾎﾄ/09.12

マグロをそだてる
江川 多喜雄／文
熊井 英水／監修（アリス館）

2009 666/ｴｶﾜ/09.7

ポール・メイ／作
グリーンフィンガー

ポ ル メイ／作
シャーン・ベイリー／絵
（さ・え・ら書房）

2009 933/ﾒｲ/09.6

地球最北に生きる日本人 武田 剛／著（フレーベル館） 2009 389/ﾀｹﾀ/09.12

中学校



優しい音
三輪 裕子／作
せきね ゆき／絵（小峰書店）

2009
913.6/ﾐﾜ
/09 12せきね ゆき／絵（小峰書店） /09.12

ササフラス・スプリングスの七不思議
ベティ・G.バーニィ／作
マット・フェラン／絵（評論社）

2009 933/ﾊ/09.5

僕の明日を照らして 瀬尾 まいこ／著（筑摩書房） 2010 913.6/ｾｵ/10.2

ジェミーと走る夏＜静＞
エイドリアン・フォゲリン／作
千葉 茂樹／訳（ポプラ社）

2009 933/ﾌｵｹ/09.7

にいちゃんのランドセル 城島 充／著（講談社） 2009 916/ｼﾖｳ/09.12

水草の森 今森 洋輔／絵 文（岩崎書店） 2010 468/ｲﾏﾓ/10 3水草の森 今森 洋輔／絵・文（岩崎書店） 2010 468/ｲﾏﾓ/10.3

いのちの教室
ライアル・ワトソン／著
キース・ウエスト／挿画
（PHP研究所）

2009 936/ｳｵﾄ/09.7

数のひみつ 瀬山 士郎／著（さ・え・ら書房） 2010 410/ｾﾔﾏ/10.3

高等学校

リテイク・シックスティーン 豊島 ミホ／著（幻冬舎） 2009
913.6/ﾄｼﾏ
/09.11

マルベリーボーイズ
ドナ・ジョー・ナポリ／作
相山 夏奏／訳（偕成社）

2009 933/ﾅﾎﾘ/09.11

きみ去りしのち 重松 清／著（文藝春秋） 2010
913.6/ｼｹﾏ

/10.2

希望(ホープ)のいる町
ジョーン・バウアー／著
中田 香／訳（作品社）

2010 933/ﾊｳｱ/10.3

ウルトラマンになった男 古谷 敏／著（小学館） 2009 778/ﾌﾙﾔ/09.12

ビヨンド・エジソン 最相 葉月／著（ポプラ社） 2009 402/ｻｲｼ/09.9

娘と話す宇宙ってなに? 池内 了／著（現代企画室） 2009 440/ｲｹｳ/09.9娘と話す宇宙 てなに? 池内 了／著（現代企画室） 2009 440/ｲｹｳ/09.9

ナガサキ
消えたもう一つの「原爆ドーム」

高瀬 毅／著（平凡社） 2009 219/ﾀｶｾ/09.7

展示期間2010年７月17日～８月31日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）


