
ー小学生のためのブックリストー

その2

新潟市立図書館

　このリストは，新潟市の図書館員が選んだ本のリストです。
　読み聞かせにむく絵本や物語，また小学生が自分で読んで
楽しめる本を，3つの成長時期に分けて紹介しています。
　お子さんの成長や興味に応じて，その時々にふさわしい本
を手渡してあげてください。リストの本は図書館に揃えてあり
ます。

　その2では，おおむね小学校中学年向けの本を紹 
介しています。
　個性がはっきりとしてきて,活動の幅も広がってく
るこの時期。自分に合った本と出合い,読書の喜びを
味わった子どもは,生涯を通して読書を楽しむ力を身
につけることができるでしょう。

☆リストに掲載した本の表紙絵については，各出版社の許可を得ています。

町かどのジム
エリノア•ファージョン／文
エドワード•アーディゾーニ／絵
松岡 享子／訳　童話館出版
いつも町かどにいる元船乗りのジムは,
デリーに冒険話を聞かせてくれます。
海の底に住む緑色の子ネコや，頭を
なでてもらいたい海へビの話など，
どれも海の匂いと空想に満ちたちょ
っぴり不思議なお話です。

ミツバチのなぞ
（フリズル先生のマジック•スクールバス）
ジョアンナ•コール／文
ブルース•ディーギン／絵　藤田 千枝／訳
岩波書店(シリーズ全8巻）
フリズル先生と生徒は不思議なスク
一ルバスで調べ学習に出発します。
ミツバチに変身して蜜を集めたり，
幼虫を育てたり，一緒に冒険しなが
ら様々な知識を得ることができます。

よかったねネッドくん
シャーリップ／作　やぎた よしこ／訳
偕成社
ネッドくんにパーティーの招待状が
届きました。会場に行くため，飛行
機に乗りこんだ彼は，事件に巻きこ
まれてしまいます。ラッキーとアン
ラッキーとが繰り返されるお話は，
子どもたちにとても喜ばれています。

ルーマニアの昔話集。王様がだした
難題を見事に解決するお妃の話や，
知りたがりやのおばあさんの話など
幅広いジャンルの話を全14篇収録。
読み聞かせやス卜ーリーテリングに
最適です。

りこうなおきさき
モーゼス•ガスター／文
光吉 夏弥／訳　岩波書店

新潟市の図書館（平成28年4月現在）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※ひとり10冊2週間借りられます。 0歳から貸出カードが作れます。
　住所が確認できるもの （保険証など） をお持ちください。
※開館時間・休館日は，各図書館へお問い合わせください。

★ ： AV資料取扱館

区 館　名

〒950-0084
中央区明石2-1-10 025-246-7700

025-387-1123

025-387-1771

025-250-2920

025-250-2940

025-223-3235

025-285-2372

025-224-2120

025-382-4696

0250-22-0097

025-372-5510

025-375-3001

025-260-3242

025-261-0032

025-377-5300

0256-88-0001

0256-82-4433

0256-70-5141

0256-73-5066

〒950-3323
北区東栄町1-1-35

〒950-3126 北区松浜1-7-1
（北地区公民館1階）

〒950-0852 東区石山1-1-12
（石山地区センター2階）

〒956-0863
秋葉区日宝町6-2

〒950-1477 南区田中383
（白根学習館1階）

〒950-1304
南区月潟1417

〒950-2055
西区寺尾上3-1-1

〒950-2112 西区内野町603
（西地区公民館1階）

〒950-1112
西区金巻746-4

〒959-0422
西蒲区曽根2046

〒953-0132
西蒲区西中889-1

〒959-0505 西蒲区三方10
（潟東ゆう学館1階）

〒953-0041
西蒲区巻甲4262-1

〒950-0972 中央区新和3-3-1
（南地区センター2階）

〒950-0144 江南区茅野山3-1-14
（江南区文化会館1・2階）

〒951-8055 中央区礎町通3ノ町2086
（クロスパルにいがた1階）

〒951-8006 中央区附船町1-4385-1
（北部総合コミュニティセンター1階）

〒950-0056 東区古川町4-12
（山の下まちづくりセンター2階）

所　在　地 電　話

中
央

北

東

中
　
　
央

江
南
秋
葉

南

西

西
　
　
蒲

生涯学習センター
図書館★

中央図書館★
（ほんぽーと）

豊栄図書館★

松 浜 図 書 館

山の下図書館

石 山 図 書 館

舟 江 図 書 館

鳥屋野図書館

亀田図書館★

新津図書館★

白根図書館★

月潟図書館★

西川図書館★

岩室図書館★

潟東図書館★

巻 図 書 館 ★

内 野 図 書 館

黒 埼 図 書 館

坂井輪図書館★



愛蔵版　おはなしのろうそく がんばれヘンリーくん 世界のあいさつ
東京子ども図書館／編
東京子ども図書館（シリーズ既刊10巻）
世界の昔話を中心に，手遊びや指人形，
なぞなぞなどが収められ，大人と子
どもが一緒に楽しめます。また，ル
ビが振ってあるので，子どもひとり
でも読みやすい，B6サイズのコンパ
ク卜な本です。

あたまをつかった小さなおばあさん
ホープ•ニューウェル／作
松岡 享子／訳
山脇 百合子／画　福音館書店
小さなおばあさんが，身の回りの問
題を頭を使ってあっという間に解決
してしまいます。おばあさんの奇想
天外な知恵は，思わず笑いを誘います。

イギリスとアイルランドの昔話 
石井 桃子／編•訳　J•D•バトン／画
福音館書店
イギリスとアイルランドで語り伝え
られてきた昔話集。「ジャックとマメ
の木」など，子どもたちがよく知っ
ているお話も収録されています。味
わい深い訳文は，読んでもらうこと
でより子どもの心に響きます。

春を迎える鈴行列の祭を前に大はり
きりのウルスリでしたが，渡された
のは小さな鈴でがっかり。でも山小
屋に大きな鈴があるのを思い出します。
山の自然の美しさと子どもの暮らし
が生き生きと描かれた絵本。

ウルスリのすず

ベバリイ•クリアリー／作
松岡 享子／訳　ルイス•ダーリング／絵
学習研究社

きつねのホイティ

きつねのホイティは人間のふりをし，
おかみさんたちの家へ何度も夕食を
食べに行きます。３人のおかみさん
は騙されたふりをしていましたが…。
繰り返されるホイティの歌がリズミ
カルで読み聞かせにぴったりです。

じごくのそうベえ
たじま ゆきひこ／作
童心社
つなわたりに失敗して地獄へと落ち
てしまった軽業師のそうべえ。歯抜
き師と医者と山伏と一緒に地獄めぐ
りをすることになります。上方落語
を元にした関西弁のユーモアがたっ
ぷり詰まった絵本です。

どんな雨でも，かけていれば絶対濡
れない「しずくの首飾り」など，躍
動感あふれる奇想天外な８篇のファ
ンタジー集。美しい影絵調の挿絵が，
より一層その空想世界へと誘ってく
れます。

ジョーン•エイキン／作　猪熊 葉子／訳
岩波書店

しずくの首飾り ポリーとはらぺこオオ力ミ

長 新太／作　野村 雅一／監修
福音館書店
挨拶の仕方は，国や民族によって様々
です。おじぎや体に触れる挨拶，お
まじないの挨拶などがあります。日
本の挨拶が外国人にとってはとても
おかしなものに見えることも。文化
の違いが楽しめる一冊です。

ちびっこカムのぼうけん

両親を救うため，幼馴染のトナカイ
のプルガとともに旅に出たカム。火
の山や北の果ての海を舞台にした神
話のようなファンタジーです。

長くつ下のピッピ
リンドグレーン／作
大塚 勇三／訳
岩波書店
ピッピは世界一強くて，怖いものな
しの女の子。思いついたことはすぐ
に何でもやってみます。大人にだっ
て負けないピッピの楽しい活躍を描
いた物語です。

ポリーを食べようと家に入ってきた
はらぺこオオ力ミですが，ポリーに
勧められるままお菓子を食べ過ぎて
満腹になってしまいます。かしこい
ポリーとまぬけなオオ力ミのやりと
りが愉快なお話です。

キャサリン•ストー／作　掛川 恭子／訳
岩波書店

神沢 利子／作
山田 三郎／絵
理論社

ゼリーナ•ヘンツ／文
アロワ•カリジェ／絵
大塚 勇三／訳　岩波書店

小学３年生のヘンリーがやせこけた
犬を拾った日から，ヘンリーたち仲
間の愉快な毎日が始まります。アメ
リカのごく普通の子どもたちの日常
を描いた人気シリ̶ズの第１作。

シビル•ウェッタシンハ／作
まつおか きょうこ／訳　福音館書店


