２０１8年度保護者会寄贈図書
対象

タイトル

著者

出版社

あらすじ

幼児・低学年

ぐりとぐらとすみれちゃん

なかがわ りえこ

野ねずみのぐりとぐらのところに、すみれちゃんがかぼちゃ
を持ってやってきました。さあ、かぼちゃのお料理の始まり
福音館書店 です。「お料理すること、食べること」が大好きなぐりとぐら
に森の動物たちも加わって、かぼちゃのごちそうがたくさん
できました。

幼児・低学年

なつみはなんにでもなれる

ヨシタケ シンスケ

PHP研究所 あさんがあてるゲームしますが、おかあさんはなかなか当

コレ、なーんだ!?なつみがなにかのマネをして、それをおか
てられません。

幼児・低学年

もうぬげない

ヨシタケ シンスケ

幼児・低学年

このあと どうしちゃおう

ヨシタケシンスケ

幼児・低学年

おしっこちょっぴりもれたろう

ヨシタケシンスケ

ふくがぬげなくたって、なんとかなる!?人生の悩みごとは、ヨ
シタケ流ユーモアでのりこえよう!ふくがひっかかってぬげな
PHP研究所 くなって、もうどれくらいたったのかしら。このままずっとぬ
げなかったらどうしよう。でも、なんとかなりそうな気もす
る・・・!さて、どうする??
発想えほん第3弾!ヨシタケシンスケが「死」をテーマに挑
む。おじいちゃんは、しぬのがこわかったのかな?たのしみ
PHP研究所 だったのかな?しんだおじいちゃんのノートをひらいてみる
と・・・。しんだらどうなる?どうしたい?しんだあとのこと、生き
てる間に考えてみよう。
ぼく、おしっこちょっぴりもれたろう。おしっこをするまえかし

PHP研究所 たあとに、ちょっぴりもれちゃうから、いつもお母さんにおこ
られる。でも、いいじゃないか。ちょっぴりなんだから。

幼児・低学年

幼児・低学年

もりのオンステージ

にげろ!ねこざかな

角野 栄子

わたなべ ゆういち

文溪堂

大きな森にひとりぼっちでさびしく住んでいるかややかさ
ん。そこへ、森の動物たちがやってきて、毎日がとても楽し
くなりました。でも、冬がくると動物たちは冬眠してしまい、
またさびしくなってしまいました……。

ねこざかながなみのりをたのしんでいると、あやしいおとが
ギコギコギーコ…。うみのなかからあらわれたのは、なんで
フレーベル館 もギコギコきりきざむのがだいすきなのこぎりざめ!どうす
る!?ねこざかな…。

幼児・低学年

ねこざかなのはなび

わたなべ ゆういち

こんやは、さざえじまのはなびたいかい。ねこざかなはわく
わくして、はなびがあがるのをまちますが…。すごいしか
フレーベル館 け。たのしく、おかしい、ねことさかなのストーリー。大人
気、ねこざかなシリーズ。3才ごろから。

幼児・低学年

だっこだっこのねこざかな

わたなべ ゆういち

こわいさめにおいかけられてこおりのうみまでにげてきた
ねこざかなは、まいごのあざらしぼうやにであいました。「さ
フレーベル館 むいよう!さびしいよう!」なきじゃくるぼうやをねこざかなはや
さしくしっかりだっこしてあげました…。

幼児・低学年

まゆとかっぱ

富安 陽子

まゆと河童が相撲で勝負。ある日、まゆは沼のほとり
福音館書店 でこがっぱのミドリマルと出会います。二人ですもう
の練習を始めますが…。

幼児・低学年

まゆとうりんこ

富安 陽子

ある日、やまんばの娘まゆは、林の中で迷子のうり
福音館書店 んこに出会いました。まゆはうりんこのお母さんが見
つかるまでお母さん代わりになってあげることに…。

幼児・低学年

ちゅーちゅー

宮西 達也

さんびきのこねずみたちがおひるねからめをさます
鈴木出版 と、めのまえにおおきなねこ。「ちゅーちゅー」びっくり
したさんびきがひめいをあげると、ねこは…。

宮西 達也

鈴木出版

おおかみのウルがおひるねもりでひるねちゅうのこぶたを
はっけん。「なんてうんがいいんだろう」でも、じぶんひとり
じゃこんなにたくさんたべきれないと、ともだちにおしえに
いったら…。

小学館

だんごむしが、子どもたちのあこがれの恐竜世界へとびこ
みます。生きた化石といわれるバッタの案内で、友達に
なったレプトぼうやと冒険に出かけました。読み手の想像
力を刺激する新しいタイプの創作科学絵本です。

小学館

冬ごもりから目を覚ますと、こぐまが一頭いません。動物た
ちは大慌て。麓の町へ探しに行ったふくろうまで帰ってこな
くなり、ばすくんのともだちみんなで心配します。既刊「ばす
くん」シリーズの最新刊です。心優しいばすくんと仲間たち
の心温まる物語です。

幼児・低学年

幼児・低学年

幼児・低学年

きょうはなんてうんがいいんだろう

だんごむしと恐竜のレプトぼうや

ばすくんのともだち

松岡 達英

みゆき りか

幼児・低学年

幼児・低学年

幼児・低学年

ゆうびんやさんおねがいね

ねむいねむいねずみ

きょうりゅうたちのおやすみなさい

サンドラ ホーニング

徳間書店

もうすぐ、とおくにすんでいるおばあちゃんのおたんじょう
び。コブタくんは、ゆうびんきょくにでかけました。さあ、コブ
タくんのプレゼントをはこぶ、ゆうびんリレーのはじまりで
す。いろいろな動物のゆうびんやさんがかつやくする、楽し
くて心があたたかくなる絵本。3さい~。

佐々木 マキ

旅をしていたねずみが、１日中歩いてくたびれてたど
りついた家は、だれもいない古い家。ねむくてねむく
PHP研究所
て、２階にあったベッドにもぐりこんで眠ろうとするの
ですが……。

ジェイン ヨーレン

「もうねなさい」って、おとうさんがへやのあかりをけし
にきた。さあ、きょうりゅうはなんていう?ねる時間に
小峰書店
なっても、すぐにねむりたくないこどもたちにおくるお
やすみなさいの絵本。
童心社

むしたちのおまつりは、カミキリムシのおめんや、ケラのト
ンネルめいろ、テントウムシのもようあわせ…楽しいこと
いっぱいです!
大好評シリーズ第3弾! 虫が苦手なひとも思わず笑ってしま
う絵本です。

幼児・低学年

むしたちのおまつり

得田 之久

幼児・低学年

おむすびさんちのたうえのひ

かがくい ひろし

今日はおむすびさんちの田植えです。おむすびさん
PHP研究所 とユニークな仲間のキャラクターが繰り広げる楽しい
田植えの一日です。

幼児・低学年

つりばしわたれ

長崎 源之助

東京からきた女の子、トッコは山のつりばしがこわく
岩崎書店 てわたれない。ところがある日、やまびこがカスリの
着物を着てあらわれて…。

幼児・低学年

もぐらとじどうしゃ

エドアルド・ペチシカ

「もぐらとずぼん」の姉妹編。もぐらは赤い自動車もほ
福音館書店 しくなり、がらくたの部品を集め、自動車を組み立て
はじめました……。漫画風な絵がしゃれています。

幼児・低学年

みずとは なんじゃ?

かこさとし

小峰書店

あさおきて、かおをあらうみず。うがいをしたり、のんだりす
るみず。 みずとは、いったいどんなものなのでしょうか? 科
学する心を育む絵本。 かこさとしさんが手がけた最後の絵
本。

幼児・低学年

もりのおかしやさん
(もりはおもしろランド( 2))

舟崎 靖子

偕成社

誕生日に“あなたの形のケーキ"を作る、いたちのおかしや
さんに、名前のかかれていない注文がきました。誰の注文
なのでしょう。

幼児・低学年

もりのはいしゃさん
(もりはおもしろランド( 4))

舟崎 靖子

偕成社

ねずみの歯医者さんは、どんな歯でも治します。ある日、
作った入れ歯をなくしてしまいました。あわてんぼうの歯医
者さんのお話。

幼児・低学年

おしりたんてい
みはらしそうの かいじけん
(おしりたんていファイル)

ポプラ社

こうえんを見下ろすなぞの空き家に、おばけが出ると聞い
たおしりたんてい。それも、大きな目だまをしたおばけが出
るという。依頼人ともに、空き家に行くが、中では奇妙なこ
とが次々起こり…。

幼児・低学年

おしりたんてい
あやうし たんていじむしょ
(おしりたんていファイル)

ポプラ社

おしりたんていのすむ町に、名探偵を名乗るなぞの男が
やってきた。どちらが真の名探偵なのか、勝負することに。
結果は、まさかの……。しかし、その男には、あやしいとこ
ろがたくさんあるのです。おしりたんていが今回のじけんも
ププッとかいけついたします。

低学年～

音楽室の日曜日
(わくわくライブラリー)

講談社

子どもたちのがっしょうをきいていて、自分たちも歌ってみ
たくなった、がっきたち。でも、いったいなにを歌う?だれが、
ばんそうのピアノをひく?だいじょうぶ、みんなでいいことを
考えましたよ。

低学年～

かいけつゾロリの
ようかい大うんどうかい

ポプラ社

みんながしっている「きばせん」「大玉ころがし」「玉い
れ」も「ようかいうんどうかい」ではひとあじちがうんだ
ぜ!!しりたかったら、この本、よんでみてくれよな。

低学年～

かいけつゾロリの
ドラゴンたいじ2

原 ゆたか

ポプラ社

大人気1巻目「ドラゴンたいじ」の2巻目がついに発
売!!おそろしいドラゴンが大あばれ! ?
ドラゴンたいじにいくという男の子をたすけてあげるこ
とになったゾロリたちは……。

低学年～

かいけつゾロリ ちきゅうさいごの日

原 ゆたか

ポプラ社

大きな隕石が地球にぶつかる！ゾロリとイシシ、ノシ
シは、この危機を救うべく、おなら大作戦を考えたの
だが……？

トロル

トロル

村上 しいこ

原 ゆたか

低学年～

キャベたまたんてい
からくりにんじゃやしきのなぞ

低学年～

キャベたまたんてい
ミステリーれっしゃをおえ！

低学年～

キャベたまたんてい
大ピンチ! ミクロのぼうけん

低学年～

ぞくぞく村のドラキュラのむすこ
(ぞくぞく村のおばけシリーズ)

低学年～

ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん
(ぞくぞく村のおばけシリーズ)

低学年～

低学年～

低学年～

にほんご

答えのない道徳の問題 どう解く?

おもしろい! 進化のふしぎ
ざんねんないきもの事典

三田村 信行

三田村 信行

三田村 信行

金の星社

人気アトラクションの忍者屋敷にやってきたキャベたまたん
てい達。からくりを解いてゴールすると、金のガマガエルが
もらえるのだ。このガマガエルには、ある忍者一族に関す
る重大な秘密が隠されていた! 人気シリーズ第18弾。

金の星社

行き先不明のミステリー列車ツアーに参加することになっ
たキャ ベたまたんていたち。車内では、さまざまなアトラク
ションが行われている。
ところが、途中停車した駅で、キャベたまたんていたちは爆
弾騒ぎに巻き込まれてしまった！

金の星社

カボチャはかせの発明した薬を飲んで、体が小さくなった
キャベたまたんていたち。アリに連れ去られたじゃがバタく
んを助けるために、キャベたまたんていは巣あなにもぐりこ
む。女王アリからの難問を解き明かせるか!?

末吉 暁子

ぞくぞく村のおばけシリーズ。ドラキュラがお見合いするこ
とになりました。ドラキュラの留守中に、息子のニンニン
あかね書房 は、ちびっこおばけトリオをドラキュラ城に呼んで、飲めや
歌えやの大騒ぎ。そこへあらわれたのが…。

末吉 暁子

ぞくぞく村のおばけシリーズ、今回の主人公はカフェ
テリアの店主、のっぺらぼうペラさん!妖精レロレロさ
あかね書房
んの髪の毛のなぞをめぐり、ないたり、わらったり、大
かつやく…?

安野 光雅

小学校1年の国語教科書を、自由に、独創的に構想
した作業の中から生みだされた、ことばの本のベスト
福音館書店
セラー。ことばの世界のおもしろさ、深さ、広がりへと
子どもたちの目を開かせます。

山﨑 博司ほか

今泉忠明

ポプラ社

高橋書店

「ついていい嘘と、ついちゃいけない嘘ってどう違うんだろ
う?」「人数が多いほうが、正しいってどうして言えるんだろ
う?」など、どう考えてどう答えたらよいのか難しい問題ばか
りを子どもから大人までみんなで考えました。
12万人の小学生が選んだ! 「こどもの本総選挙」
第1回にて1位受賞
生き物の「ざんねん」な一面に光をあてた、はじめての本で
す。

低学年～

10分で読める物語 二年生

青木 伸生

低学年～

動物と話せる少女リリアーネ
はじめてのものがたり
友だちは、白い犬！

タニヤ シュテーブナー

中学年～

動物と話せる少女リリアーネ
スペシャル〈1〉
友だちがいっしょなら!

タニヤ シュテーブナー

中学年～

中学年～

スペシャルII ボンサイの大冒険!
(動物と話せる少女リリアーネ)

サバンナの女王!

小学2年生のための日本と世界の物語、昔話、名作の短
学研マーケ 編、詩、俳句など13作品収録。2年生が難なく楽しく読める
だけでなく「物語の読み方がわかる」本として、現役の国語
ティング 科の先生が作品を選定、解説。読み聞かせに、音読に、朝
の10分間読書に最適の1冊!
シリーズ初の、低学年向け読み物が登場！ 動物と話せる
力を持つリリアーネは、ふしぎな力のせいで、友達ができま
学研プラス せんでした。ある日、旅行先で、白くて小さな犬と出会いま
す。犬は、せっせと食べ物を集めているようですが…。 心
温まる友情と勇気の物語！

学研教育
出版

気のいい馬のマーリンが、なにものかに連れ去られてしま
いました。リリアーネは動物園の動物たちに声をかけ、救
出に向いますが…。

タニヤ シュテーブナー

リリアーネ8歳当時の物語。リリアーネは、家族といっしょに
湖のほとりにあるホテルで、夏休みを過ごしていた。ある
学研プラス 日、ゴミ箱をあさる1匹の白くて小さな犬に出会う。犬は、ゴ
ミ箱に捨てられた食べ物をせっせと茂みの中に運んでい
た。茂みの中には・・・・・・。

タニヤ シュテーブナー

親友イザヤの祖父に会いに、リリアーネとイザヤたちは、ア
フリカのナミビアに飛ぶ。そこで待っていたのは、サバンナ
学研プラス の大自然と狩りをする人間におびえる動物たちだった。リリ
アーネは、動物達のために危険な冒険に出ていく。

中学年～

小さなホッキョクグマ ミルキー!

タニヤ シュテーブナー

中学年～

ココロ屋

梨屋 アリエ

中学年～

10分で読める物語 三年生

青木 伸生

リリアーネが動物通訳をしている動物園に、お母さんを亡く
した、ミルキーという愛らしい赤ちゃんホッキョクグマがやっ
学研プラス てきた。ところがこのミルキー、ひとたび遊びはじめると、手
をつけられない暴れ方をする。そこで、リリアーネはあるア
イディアを実行する。
「ココロを入れかえなさい。」また先生におこられてしまっ
た。教室からにげだしたぼくの目の前にココロ屋があらわ
文研出版 れて、「さて、どのココロにいたしましょうか。」―えっ、ココ
ロって、取りかえられるの?ぼくは、ココロ屋の『やさしいココ
ロ』と自分のココロを取りかえてみた。すると…。

学研マーケ 短編読み物集では、読者からの支持率NO.1。
ティング 白地の表紙が目印の、学研の「10分で読める」シリーズ!

中学年～

海時計職人ジョン・ハリソン
船旅を変えたひとりの男の物語

ルイーズ ボーデン

中学年～

かえってきた名探偵
(ミルキー杉山のあなたも名探偵)

杉山 亮

中学年～

よーいどんで名探偵

中学年～

あいことばは名探偵
(ミルキー杉山のあなたも名探偵)

杉山 亮

杉山 亮

18世紀まで、人は〈経度〉を知ることなく、つまり現在
あすなろ書房 地を知らずに航海していた。不屈の精神で経度の謎
に挑んだある時計職人の物語。

偕成社

名探偵ミルキーが帰って来た! 事件は「青いブランコ事件」
「これはじけんなの?事件」「怪盗ムッシュまたまたあらわ
る」の3件。事件編の手がかりをもとに謎ときを楽しもう!

偕成社

オレの名まえはミルキー杉山。探偵だ。プロレスの会場に
あらわれるスリや、たからのつぼ泥棒をみつけるのが仕事
だ。どんなふうに犯人をさがしあてるのかって?ひとつ、ひと
つ証拠の品をあつめて、人の話をよくきく。そして、じっくり
かんがえるのさ…。

偕成社

「うふふとわらってつかまえろ」では、お騒がせシスターズ
のカトリーヌ三姉妹がまたまた登場。「かわいいからゆるし
て!」のキメ台詞も! どんな事件になることやら。「ぶたぶたま
つり」では、怪盗ムッシュが得意の変装で登場です。

中学年～

あめあがりの名探偵
(ミルキー杉山のあなたも名探偵)

杉山 亮

偕成社

中学年～

SOS!あやうし空の王さま号
ヒキガエルとんだ大冒険〈4〉

ラッセル・E. エリクソン

評論社

中学年～

ウォートンとモリネズミの取引屋
ヒキガエルとんだ大冒険〈5〉

中学年～

ウォートンとモートンの大ひょうりゅう

ヒキガエルとんだ大冒険〈6〉

ラッセル・E. エリクソン

ラッセル・E. エリクソン

オレの名まえはミルキー杉山。探偵だ。といっても、いま
は、わけあって保育園ではたらいているので、探偵はアル
バイトだけど…犯人のわかったときはぞくぞくする。どんな
ふうに犯人をさがしあてるのかって?証拠の品をあつめて、
人の話をよくきく。そして、じっくり考えるのさ。
鳥のように空を飛べたらなあ…と思ったのが、すべての始
まりだった。手作りの気球にのったウォートンとモートンは、
原っぱについらく。あばれん坊のイタチ一族を相手に、兄
弟は知恵と勇気でたちむかう！ 人気シリーズ、待望の
〈新版〉。

評論社

ヒキガエルのウォートンは、ひさしぶりに、トゥーリアおばさ
んの家をたずねた。ところが、おばさんは４日も前から行方
不明だという。ウォートンはおばさんをさがしに、こわくて有
名な沼地までやってきた。そこにヤマネコがあらわれて…。

評論社

大人気シリーズに、お待たせ〈新作〉登場！ アライグマに
おわれたウォートンとモートンが逃げこんだのは、アマガエ
ルのおばあさんの家。ところが、大雨がふって、木がたおさ
れて、流されて、あやうし、ヒキガエルとアマガエル！

中学年～

ウォートンとカラスのコンテスト
ヒキガエルとんだ大冒険〈7〉

ラッセル・E. エリクソン

中学年～

東大ナゾトレ
東京大学謎解き
AnotherVisionからの挑戦状 第1巻 制作集団AnotherVision

中学年～

東大ナゾトレ
東京大学謎解き
AnotherVisionからの挑戦状 第2巻 制作集団AnotherVision

中学年～

東大ナゾトレ
東京大学謎解き
AnotherVisionからの挑戦状 第3巻 制作集団AnotherVision

中学年～

中学年～

枕草子 清少納言のかがやいた
日々

平家物語 夢を追う者

時海 結以

時海 結以

評論社

おじいちゃんヒキガエルの大事な金時計を、カラスがくわえ
ていってしまった、「時計を取りもどさなくては！」ウォートン
たちは、カラスがあつまる“ぺたんこ山”へむかったが…。
大人気シリーズのゆかいな冒険物語。

扶桑社

頭がやわらかければ小学生でも正解できるが、頭が
固ければ大人でも苦戦してしまう問題が満載。試さ
れるのは、あなたの知識ではなくひらめき力です!

扶桑社

小学生の間で大人気となり、親子や友だちで問題を
出し合ったり、会社では脳トレとして楽しまれるなど、
大ブームとなっている。この第2巻でも、あなたの頭を
悩ます謎解き問題が集まった。

扶桑社

今回も、数々の謎に頭を悩ませること必至。そして、
注目は新たな仕掛けを施された「最終問題」だ。さ
あ、AnotherVisionが作りだす「謎の迷宮」へ、ようこ
そ。

講談社

「枕草子」の中から、「春はあけぼの」はもちろん、今読んで
も共感できる部分を選び、わかりやすい現代語訳に。自分
らしく生きようとした清少納言の宮廷生活の光と影を織り交
ぜて描きます。古典に親しむ初めの一歩として、おすすめ
の一冊!

講談社

平清盛、源頼朝、徳子、静。だれもが願いを胸に、大
切な人のために生きていた。
平家と源氏の時代が一冊でわかる! はじめて読む
『平家物語』。
和歌の意味や成り立ちを、まんがでわかりやすく説明。歌
がよまれた当時の恋愛スタイルや年中行事など古典常識
を解説したコラムもあり、初めて百人一首に触れる人でも
楽しく内容を理解することができる。歌の覚え方のコツや遊
び方、競技かるたのルールも紹介。

中学年～

まんがで読む 百人一首
(学研まんが日本の古典)

吉海 直人

学研教育
出版

高学年～

源氏物語

紫式部

講談社

永遠のあこがれ、せつない恋、すれ違う思い――。
はじめての源氏物語におすすめ!
古典の名作を美しい現代語訳で一冊に!

高学年～

高学年～

目で見る物理
力・運動・光・色・原子・質量…

世界を動かした塩の物語

リチャード ハモンド

マーク カーランスキー

物理学はどのようにしてはじまり、どのように進歩していっ
たのか、自転車はなぜすぐれた乗り物なのか、光の速さに
さえら書房 近づくと何が起こるのか、魅惑的な物理の世界へ案内す
る。

BL出版

（漫画）
対象

タイトル

著者

出版社

低学年～

名探偵コナン 71

青山 剛昌

小学館

低学年～

名探偵コナン 72

青山 剛昌

小学館

低学年～

名探偵コナン 73

青山 剛昌

小学館

低学年～

名探偵コナン 74

青山 剛昌

小学館

低学年～

名探偵コナン 75

青山 剛昌

小学館

今ではどこの家庭にもあり、ありふれた存在の塩ですが、
昔は大変貴重なものでした。
そのため、塩は人や経済を動かしてきたのです。
塩をめぐる事件や争いなど、塩を切り口に世界の歴史をわ
かりやすく描いた興味深い一冊。

低学年～

ONE PIECE 81

尾田 栄一郎

集英社

低学年～

ONE PIECE 82

尾田 栄一郎

集英社

低学年～

ONE PIECE 83

尾田 栄一郎

集英社

低学年～

ONE PIECE 84

尾田 栄一郎

集英社

低学年～

ONE PIECE 85

尾田 栄一郎

集英社

２０１8年度保護者会寄贈DVD
対象

タイトル

あらすじ

幼児・低学年～

ドラえもんコレクションスペシャル
春の1

国民的人気アニメ「ドラえもん」の季節ごとに放映されたエピソードを集めたDVD。今作は80年から84
年に放映されたものの中から、「のび太の『夢の金メダル』」「さらばキー坊」「山おく村の怪事件」の3話
を収録した「春」シリーズの第1弾。

幼児・低学年～

ドラえもんコレクションスペシャル
春の3

国民的アニメ「ドラえもん」の季節ごとに放映されたエピソードを集めたDVD。今作は80年から89年に
放映されたものの中から、「のび太の海底ハイキング」「オオカミ一家を救え!!」「のび太と風船イカダ」
他、全5話を収録した「春」シリーズの第3弾。

幼児・低学年～

ドラえもんコレクションスペシャル
春の4

国民的アニメ「ドラえもん」の季節ごとに放映されたエピソードを集めたDVD。今作は81年から98年に
放映されたものの中から、「帰ってきたドラえもん」「7年後のなやみ」「ジュラ紀でドラミが大ピンチ」他、
全5話を収録した「春」シリーズの第4弾。

この世界の片隅に

戦時下の1944年2月。18歳のすずは、突然の縁談で軍港の街・呉へお嫁に行くことに。見知らぬ土地
で、海軍勤務の文官・周作の妻となったすずの日々が始まった。配給物資がだんだん減っていく中で
も、すずは工夫を凝らし、毎日のくらしを積み重ねていく。1945(昭和20)年3月。呉は、空を埋め尽くす
ほどの艦載機による空襲にさらされ、すずが大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続
く。そして、昭和20年の夏がやってくる――。

低学年～

