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その3

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3では,おおむね小学校高学年向けの本を紹
介しています。
　抽象的イメージについての理解が進むこの時期に
なると,ファンタジーの世界も楽しむことができるよう
になります。空想世界の魅力を味わった子どもは,現
実の世界を想像力豊かに楽しみながら成長すること
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。

ホビッ卜の冒険
J.R.R.卜一ルキン／作
瀨田 貞ニ／訳　岩波書店
ホビット小人のビルボは，竜に奪わ
れた宝を取り戻す冒険の旅に「忍び
の者」として同行する羽目に。大人
しく肝の小さいビルボが旅を経て大
きく成長するさまを，温かなユーモ
アを交えて描くファンタジーです。

まぼろしの小さい犬
フィリパ•ピアス／作　猪熊 葉子／訳
岩波書店
誕生日におじいさんから犬をもらう
約束をしたベン。しかし，届いたの
は小さな犬の絵でした。落胆したベ
ンは空想の犬を飼い始めますが…。
現実の犬を喜んで受け入れるまでの
少年の心の動きをとらえた作品。

ゆかいなホーマーくん
ロバー卜•マックロスキー／作
石井 桃子／訳　岩波書店
主人公はアメリカの郊外に住む男の
子ホーマーくん。おじさんの店の自
動ドーナツ製造機が故障して店がド
ーナツだらけになる話など，ホーマ
ーくんが大活躍。絵本作家でもある
著者の愉快な短編集。

静かな湖のほとりで，おじいさんと
男の子が眠っています。月が照る夜
更け，やがて動物たちが目を覚まし
しだいに変わる景色。東洋美術をモ
チーフに描かれた挿絵で，訪れた夜
明けの美しさを見事に表現しています。

よあけ
ユリ一•シュルヴィッツ／作•画
瀨田 貞二／訳　福音館書店
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※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）
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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★



鹿よ　おれの兄弟よ ふたり

オタバリの少年探偵たち
セシル•デイ=ルイス／作
脇 明子／訳　岩波書店
第2次大戦後のイギリスの町オタバリ。
戦争ごっこに夢中だった少年たちが，
「消えたお金を探し出せ！」と友人の
ために一致団結して町中を駆け回り
ます。生き生きした語り口に一気に
引き込まれる推理冒険小説。

風の又三郎
宮沢 賢治／作
岩波書店
山間の小学校にとつぜん現れた転校生。
彼は本当に「風の又三郎」なのか？ 
子どもたちの心象風景が鮮やかに現
実と混ざり合う表題作ほか，郷土色
豊かなものを中心に10編を収めた
童話集です。

“シーチキン缶と缶ジュースを斜面で
同時に転がすと，先に下に着くのは
どちら？” 缶の直径，重さ，中身と
条件を変え仮説を立てながら，ガリ
レオの落下実験の考え方に迫る，楽
しく刺激的な科学実験読み物です。

ころりん

神沢 利子／作
G•D•パヴリーシン／絵　福音館書店

ジャガイモの花と実

ジャガイモの花と実のはたらきを手
がかりに，植物のしくみやそれを上
手に利用してきた人間の知恵をわか
りやすく説いた科学の本。ジャガイ
モの品種改良の歴史から，科学のお
もしろさが浮かびあがります。

精霊の守り人
上橋 菜穂子／作　ニ木 真希子／絵
偕成社
精霊に卵を生みつけられた皇子チャ
グムは，父帝と魔物に命を狙われ，
女用心棒バルサと逃走の旅に出ます。
やがて伝承に埋もれた世界の秘密が
明らかに。文化人類学者による痛快
な異世界ファンタジーです。

青銅器時代のブリテン。右腕の不自
由な少年ドレムは，一人前の戦士に
なるためのオオカミ殺しの試練に挑み，
失敗します。一人の少年が困難や挫
折に打ち勝ち，誇り高く成長してい
く姿を描く歴史物語です。

ローズマリ•サ卜クリフ／作
猪熊 葉子／訳　岩波書店

太陽の戦士 ぼくらの地図旅行

福田 隆浩／作
講談社
転校生の佳純へのいじめに気づい
た准一。同じ作家のファンである
ことがわかり，その覆面作家の別名
を探るため，二人の図書館通いが始
まります。謎解き，ささやかな冒
険。小学６年生の卒業までの物語
です。

百まいのドレス

いつも同じ服の少女ワンダが言った
「百枚のドレスを持っている」という
嘘が思わぬ事態を引き起こします。
ワンダの辛さに気づきながらも，何
もできなかった同級生の女の子の気
持ちが，ていねいに描かれた物語です。

冒険者たち　ガンバと十五ひきの仲間
斎藤 惇夫／作　薮内 正幸／画
岩波書店
ガンバは町で暮らすドブネズミ。恐
ろしいイタチのノロイー族から島ネ
ズミを救うため，15匹の仲間ととも
に海を渡って夢見が島へと向かいます。
生き生きとした挿画も魅力の，日本
の動物ファンタジーの代表作。

５年生のシンちゃんとタモちゃんは，
地図と磁石をたよりに岬の灯台まで
歩いていくことになりました。見開
きいっぱいに描かれた絵の中を，２
人といっしょに旅することで，楽し
い発見ができます。

那須 正幹／文　西村 繁男／絵
福音館書店

エレナ一•エスティス／作
石井 桃子／訳
ルイス•スロボドキン／絵　岩波書店

島野 公利,小出 雅之,宮地 祐司／共著
仮説社

シベリアの森で，猟師が小舟で川を
のぼり鹿猟へ出かけます。食料とな
り衣服を与える鹿を「兄弟」と呼ぶ
自然へのまなざし，命を受け継ぐこ
との素晴らしさを，骨太で力強い詩
と繊細な絵が謳いあげます。

板倉 聖宣／著　藤森 知子／絵
仮説社

お一いぽぽんた
声で読む日本の詩歌166
茨木 のり子，大岡 信，川崎 洋，
岸田 衿子，谷川 俊太郎／編集委員
柚木 沙弥郎／画　福音館書店
小学生に向けて編まれた166編の短歌・
俳句•自由詩のアンソロジー。詩歌
を声に出して読み，暗誦して楽しめ
る本です。教室や家庭で詩歌を身近
に感じられるでしょう。


