
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

あしたあさってしあさって
おはなしだいすき

もりやま みやこ／作
はた こうしろう／絵
（小峰書店）

2014
913.6/ﾓﾘﾔ

/14.10

かあさんのしっぽっぽ
おはなしいちばん星

村中 李衣／作
藤原 ヒロコ／絵
（BL出版）

2014 913.6/ﾑﾗﾅ/14.3

クレヨンからのおねがい!
ドリュー・デイウォルト／文
オリヴァー・ジェファーズ／絵
（ほるぷ出版）

2014 E/ｼｪﾌ/14.9

はこぶ
鎌田 歩／作・絵
（教育画劇） 2014 E/ｶﾏﾀ/14.1

かぐやのかご
こころのつばさシリーズ

塩野 米松／作
はまの ゆか／絵
（佼成出版社）

2014
913.6/ｼｵﾉ

/14.11

パオズになったおひなさま
佐和 みずえ／著
宮尾 和孝／絵
（くもん出版）

2014 913.6/ｻﾜ/14.12

お話きかせてクリストフ
文研ブックランド

ニキ・コーンウェル／作
渋谷 弘子／訳
（文研出版）

2014 933/ｺﾝｳ/14.8

ぼくはうちゅうじん ちきゅうのふしぎ絵本
中川 ひろたか／ぶん
はた こうしろう／絵
（アリス館）

2014 E/ﾊﾀ/14.10

ぼくの、ひかり色の絵の具
ノベルズ・エクスプレス 25 25

西村 すぐり／作
大野 八生／絵
（ポプラ社）

2014
913.6/ﾆｼﾑ

/14.10

ぼくとテスの秘密の七日間
文学の森

アンナ・ウォルツ／作
野坂 悦子／訳
（フレーベル館）

2014 949/ｳｫﾙ/14.9

ちいさなちいさな めにみえないびせいぶつのせかい
ニコラ・デイビス／文
エミリー・サットン／絵
（ゴブリン書房）

2014 E/ｻｯﾄ/14.8

レジェンド! 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり
世の中への扉 スポーツ

城島 充／著
（講談社） 2014 784/ｼｮｳ/14.10

夏の朝
本田 昌子／著
木村 彩子／画
（福音館書店）

2014 913.6/ﾎﾝﾀ/14.5

ブロード街の12日間
デボラ・ホプキンソン／著
千葉 茂樹／訳
（あすなろ書房）

2014 933/ﾎﾌｷ/14.11

うなぎ一億年の謎を追う
科学ノンフィクション

塚本 勝巳／著
（学研教育出版） 2014 664/ﾂｶﾓ/14.11

しゅくだいさかあがり
とっておきのどうわ

福田 岩緒／作・絵
（PHP研究所） 2014 913.6/ﾌｸﾀ/14.6

「あ・そ・ぼ」やで!
くすのき しげのり／作
こうの 史代／絵
（くもん出版）

2014 E/ｺｳﾉ/14.10

にわのかいじゅうファイル
絵本であそぼ!いきものさがし 3 3

松橋 利光／著
（アリス館） 2014 E/ﾏﾂﾊ/14.4

うそ
中川 ひろたか／作
ミロコマチコ／絵
（金の星社）

2014 E/ﾐﾛｺ/14.6

※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。

‘15夏の「課題図書」等

今年も様々な夏休み向けのブックリストが発表されています。そのうちの一部を紹介します。

第61回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

静岡県教育研究会学校図書館研究部選定　平成27年度静岡県夏休み推せん図書



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

七夕の月
ポプラ物語館 56 56

佐々木 ひとみ／作
小泉 るみ子／絵
（ポプラ社）

2014 913.6/ｻｻｷ/14.6

先生、しゅくだいわすれました 
山本 悦子／作
佐藤 真紀子／絵
（童心社）

2014 913.6/ﾔﾏﾓ/14.10

マングローブの木 アフリカの海辺を緑の林に
スーザン・L.ロス／文とコラージュ
シンディ・トランボア／文
（さ・え・ら書房）

2013 653/ﾛｽ/13.7

ぼくと戦争の物語 
ものがたりの庭
漆原 智良／作
山中 桃子／絵
（フレーベル館）

2014 913.6/ｳﾙｼ/14.7

5年2組横山雷太、児童会長に立候補します! 
ホップステップキッズ! 23 23
いとう みく／作
鈴木 びんこ／絵
（そうえん社）

2014 913.6/ｲﾄｳ/14.2

ユキとヨンホ 白磁にみせられて
中川 なをみ／作
舟橋 全二／絵
（新日本出版社）

2014 913.6/ﾅｶｶ/14.7

泥だらけのカルテ 家族のもとに遺体を帰しつづける歯科医が見たものは?
世の中への扉 社会
柳原 三佳／著
（講談社）

2014 498/ﾔﾅｷ/14.2

ぼくは牛飼い 
サンドラ・ニール・ウォレス／作
渋谷 弘子／訳
（さ・え・ら書房）

2014 933/ｳｫﾚ/14.4

わたしはマララ 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女
マララ・ユスフザイ／著
クリスティーナ・ラム／著
（学研パブリッシング）

2013 289.2/ﾕｽﾌ/13.12

ぼくの守る星 
神田 茜／著
（集英社）

2014 913.6/ｶﾝﾀ/14.3

伝説のエンドーくん 
まはら 三桃／著
（小学館）

2014 913.6/ﾏﾊﾗ/14.4

街の元気屋さん 心がほろっと温まる「街のでんきやさん」の話
街を元気にプロジェクト／著
（PHP研究所）

2014 673/ﾏﾁ/14.5

ペナンブラ氏の24時間書店 
ロビン・スローン／著
島村 浩子／訳
（東京創元社）

2014 933/ｽﾛﾝ/14.4

マイケル・ジョーダン バスケの神様の少年時代
デロリス・ジョーダン／作
ロスリン・M.ジョーダン／作
（汐文社）

2014 E/ﾈﾙｿ/14.3

ニンジャさるとびすすけ 
ほるぷ創作絵本
みやにし たつや／作絵
（ほるぷ出版）

2014 E/ﾐﾔﾆ/14.7

びじゅつかんへいこう 
ピーター・レイノルズ／絵
スーザン・ベルデ／文
（国土社）

2014 E/ﾚｲﾉ/14.4

らくだいおばけがやってきた 
やまだ ともこ／作
いとう みき／絵
（金の星社）

2014 913.6/ﾔﾏﾀ/14.11

とどけ、みんなの思い 放射能とふるさと
夢ら丘 実果／文
渡辺 あきお／絵
（新日本出版社）

2014 E/ﾜﾀﾅ/14.2

カラスネコチャック 
おはなしメリーゴーラウンド
野田 道子／作
オオノ ヨシヒロ／絵
（小峰書店）

2014 913.6/ﾉﾀ/14.5

ユッキーとともに 
こころのつばさシリーズ
最上 一平／作
陣崎 草子／絵
（佼成出版社）

2014 913.6/ﾓｶﾐ/14.5

フランシスさん、森をえがく 
フレデリック・マンソ／作
石津 ちひろ／訳
（くもん出版）

2014 E/ﾏﾝｿ/14.8

第33回なつやすみ読書感想画コンクール指定図書



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ひそひそ森の妖怪 
妖怪一家九十九さん [3] [3]
富安 陽子／作
山村 浩二／絵
（理論社）

2014 913.6/ﾄﾐﾔ/14.2

あかり 
林 木林／文
岡田 千晶／絵
（光村教育図書）

2014 E/ｵｶﾀ/14.11

クララ先生、さようなら 
ラヘル・ファン・コーイ／作
石川 素子／訳
（徳間書店）

2014 943/ｺｲ/14.9

宇宙への夢、力いっぱい! 
PHP心のノンフィクション
若田 光一／著
高橋 うらら／著
（PHP研究所）

2014 538/ﾜｶﾀ/14.12

いっしょにあそばへん? 
岡田 よしたか／作・絵
（金の星社）

2014 E/ｵｶﾀ/14.10

たまごさんがころんだ! 
おはなしみーつけた!シリーズ
戸田 和代／作
西巻 かな／絵
（佼成出版社）

2015 913.6/ﾄﾀ/15.1

ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 
おはなしいちばん星
柏葉 幸子／作
たごもり のりこ／絵
（BL出版）

2014 913.6/ｶｼﾜ/14.6

わすれたって、いいんだよ 
上條 さなえ／文
たるいし まこ／絵
（光村教育図書）

2015 E/ﾀﾙｲ/15.2

なんのじゅうたい? 
絵本・いつでもいっしょ 42 42
オームラ トモコ／作
（ポプラ社）

2014 E/ｵﾑﾗ/14.12

みずたまのたび 
アンヌ・クロザ／さく
こだま しおり／やく
（西村書店）

2015 E/ｸﾛｻ/15.3

海のいきもの
光るいきもの

大場 裕一／著
宮武 健仁／写真
（くもん出版）

2015 481/ｵｵﾊ/15.2

ぼくがすきなこと
中川ひろたか／文
山村浩二／絵
（ハッピーオウル社）

2015 Ｅ/ﾔﾏﾑ/15.2

モーモー村のおくりもの 
文研ブックランド
堀米 薫／作
岡本 順／絵
（文研出版）

2014 913.6/ﾎﾘｺ/14.12

ぼくと戦争の物語 
ものがたりの庭
漆原 智良／作
山中 桃子／絵
（フレーベル館）

2014 913.6/ｳﾙｼ/14.7

アヤカシさん 
福音館創作童話シリーズ
富安 陽子／作
野見山 響子／画
（福音館書店）

2014 913.6/ﾄﾐﾔ/14.10

希望の牧場 
いのちのえほん 23 23
森 絵都／作
吉田 尚令／絵
（岩崎書店）

2014 E/ﾖｼﾀ/14.9

ぼく、悪い子になっちゃった! 

マーガレット・ピーターソン・ハディックス
／作
渋谷 弘子／訳
（さ・え・ら書房）

2014 933/ﾊﾃｨ/14.11

ソフィーのやさいばたけ 
ゲルダ・ミューラー／作
ふしみ みさを／訳
（BL出版）

2014 E/ﾐｭﾗ/14.6

オオサンショウウオ 
そうえんしゃ写真のえほん 12 12
福田 幸広／しゃしん
ゆうき えつこ／ぶん
（そうえん社）

2014 E/ﾌｸﾀ/14.7

トイレをつくる未来をつくる 
シリーズ・自然いのちひと 15 15
会田 法行／写真・文
（ポプラ社）

2014 498/ｱｲﾀ/14.9

鳥海山の空の上から 
Green Books
三輪 裕子／作
佐藤 真紀子／絵
（小峰書店）

2014 913.6/ﾐﾜ/14.11

全国学校図書館協議会（ＳＬＡ）選定　第48回夏休みの本（緑陰図書）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ユキとヨンホ 白磁にみせられて
中川 なをみ／作
舟橋 全二／絵
（新日本出版社）

2014 913.6/ﾅｶｶ/14.7

フランシスさん、森をえがく 
フレデリック・マンソ／作
石津 ちひろ／訳
（くもん出版）

2014 E/ﾏﾝｿ/14.8

アラスカの小さな家族 バラードクリークのボー
講談社文学の扉
カークパトリック・ヒル／著
レウィン・ファム／絵
（講談社）

2015 933/ﾋﾙ/15.1

シャイローがきた夏 
フィリス・レイノルズ・ネイラー／著
さくま ゆみこ／訳
（あすなろ書房）

2014 933/ﾈｲﾗ/14.9

石の卵 
たくさんのふしぎ傑作集
山田 英春／文・写真
（福音館書店）

2014 458/ﾔﾏﾀ/14.5

動物のおじいさん、動物のおばあさん 
高岡 昌江／文
すがわら けいこ／絵
（学研教育出版）

2014 480/ﾀｶｵ/14.9

きみ江さん ハンセン病を生きて
片野田 斉／著
（偕成社）

2015 289.1/ﾔﾏｳ/15.2

赤いペン 
文学の森
澤井 美穂／作
中島 梨絵／絵
（フレーベル館）

2015 913.6/ｻﾜｲ/15.2

風味[さんじゅうまる] 
まはら 三桃／著
（講談社）

2014 913.6/ﾏﾊﾗ/14.9

万次郎 地球を初めてめぐった日本人
岡崎 ひでたか／作
篠崎 三朗／絵
（新日本出版社）

2015 289.1/ﾅｶﾊ/15.1

宮沢賢治「旭川。」より 
宮沢 賢治／[原作]
あべ 弘士／文・画
（BL出版）

2015 726/ﾐﾔｻ/15.2

リフカの旅 
カレン・ヘス／作
伊藤 比呂美／訳
（理論社）

2015 933/ﾍｽ/15.3

ふたりのエアリエル 
ノエル・ストレトフィールド／著
中村 妙子／訳
（教文館）

2014 933/ｽﾄﾚ/14.10

コスモスの謎 色も香りもチョコそっくり!?チョコレートコスモス大研究
奥 隆善／著
（誠文堂新光社）

2014 627/ｵｸ/14.9

漂流郵便局 届け先のわからない手紙、預かります
久保田 沙耶／著
（小学館）

2015 710/ｸﾎﾀ/15.2

展示期間　2015年7月8日～8月30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　TEL 054-262-1243（資料課）


