山形県立図書館
2013.7発行

第５９回青少年読書感想文全国コンクール課題図書と第４６回ＹＢＣ
読書感想「本の森たんけん」指定図書の一覧です。
※ このリストにある本は、展示期間中(７月１3日〜８月23日)は
貸出しが出来ません。図書館の中で読んでください。

第５９回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

◆小学校低学年の部◆
メガネをかけたら
くすのき しげのり／作

小学館

2012.10

Z913.8/ｸｽ/

メガネなんてかけたくないと思っている女の子。「頭が良くなるわけじゃないし」なんて難癖をつ
けて、なかなかかけません。「みんなが笑うんじゃないかしら」と気にしながら、やっとメガネを
かけて学校に行ってみると…。

なみだひっこんでろ おはなしトントン
岩瀬 成子／作

岩崎書店

2012.5

Z913.8/ｲﾜ/

姉のみきと妹のるいは一つ違いの姉妹。みきは学校から帰ると、近所で飼われている犬やネコの様
子を見に行くのが日課です。ある日、近所の犬のゴローに事件が起こって…。

わたしのいちばんあのこの1ばん
アリソン・ウォルチ／作

ポプラ社

ポプラせかいの絵本

2012.9

Z933.7/ｳｵ/

バイオレットは走るのも注目度も何でも1番。私は1番にはなれないけど、それってすごくないって
ことなのかな。1番がいちばんいいのかな…。1等賞だけが「いちばん」ではないことを伝える絵
本。

いっしょだよ
小寺 卓矢／写真・文

アリス館

2012.5

Z913.8/ｺﾃﾞ/

生まれたばかりの木の芽、並んで咲く可憐な白い花、地面から顔を出したかわいいきのこたち。森
にはたくさんの「いっしょ」の姿があります。共に生きるいのちを見つめる写真絵本。
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◆小学校中学年の部◆
くりぃむパン
濱野 京子／作

くもん出版

2012.10

Z913.8/ﾊﾏ/

小学4年生の香里の家に、同い年で親せきの未果が預けられることに。背が高くてきれいで、勉強
も運動もできる未果は、あっというまに香里のクラスの人気者になった。そんな未果が、香里は気
に入らなくて…。

ジャコのお菓子な学校

文研じゅべにーる

ラッシェル・オスファテール／作

文研出版

2012.12

Z953.7/ｵｽ/

食べることが大好きなジャコは、図書館でお菓子の作り方のページを見つけた。お菓子を作るたび
に、算数も長い文章も苦手じゃなくなってきた。だが、ジャコが友だちとお菓子屋さんを始める
と、乱暴な中学生たちがやってきて…。

こおり

たくさんのふしぎ傑作集

前野 紀一／文

福音館書店

2012.6

Z451.68/ﾏｴ/

インクを水に溶かして凍らせると、なぜインクと水はわかれて固まってしまうのでしょうか? 水だ
けで固まろうとする氷のふしぎな性質から、地球と氷の関係をやさしく描きます。

ゾウの森とポテトチップス

そうえんしゃ写真のえほん

横塚 眞己人／しゃしんとぶん

そうえん社

2012.12

Z913.8/ﾖｺ/

さまざまな生き物たちが暮らす大自然の宝庫・ボルネオ島の熱帯雨林で、ポテトチップスや洗剤な
どに使われるパーム油の原料のアブラヤシが植えられることにより、ゾウたちの暮らしが脅かされ
ている現実を写真で伝えます。

◆小学校高学年の部◆
オムレツ屋へようこそ!
西村 友里／作

国土社

2012.10

Z913.8/ﾆｼ/

伯父が家族で営む洋食屋さんで暮らすことになった小学6年生の尚子。母の仕事の都合に振り回さ
れてばかりの尚子は、そこで初めて理想の家庭に出会う。いとこの双子とも意気投合し、尚子はつ
いに、母に思いきった宣言をする…。

有松の庄九郎
中川 なをみ／作

新日本出版社

2012.11

Z913.8/ﾅｶ/

尾張の国・阿久比の庄。庄九郎を筆頭に、貧しい百姓家の若者たちは新しい村への移住を決意す
る。だが開拓地は作物が育たない。暮らしをたてるため、藍の絞り染めに取り組むが…。汗と涙で
美しい有松絞を生んだ百姓たちの物語。

はるかなるアフガニスタン
アンドリュー・クレメンツ／著

講談社文学の扉

講談社

2012.2

Z933.7/ｸﾚ/

学校の課題で、地球儀を見てなにげなく選んだ国の誰かに手紙を書いたアビー。だが、まもなく届
いた返事には楽しい秘密が隠されていた! アメリカの少女とアフガニスタンの兄妹の友情の物語。
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永遠に捨てない服が着たい
今関 信子／著

汐文社

太陽の写真家と子どもたちのエコ革命

2012.2

Z519/ｲﾏ/

「わたしたちが大人になるまで、地球は待っててくれるの?」 自分にできることを精一杯やろうと
する京都の子どもたちと、環境学習の先生となったカメラマンが取り組んだ、体操服リサイクルの
試みを追う。

◆中学生の部◆
チャーシューの月
村中 李衣／作

Green Books

小峰書店

2012.12

Z913.8/ﾑﾗ/

6歳の明希が「あけぼの園」にやってきたのは、うすい雪が舞う2月のはじめだった…。児童養護施
設で共同生活を送る子どもたちの姿をたしかな目と透きとおった感覚で紡ぐ。

フェリックスとゼルダ
モーリス・グライツマン／著

あすなろ書房

2012.7

Z933.7/ｸﾞﾗ/

10歳の少年フェリックスは、ひとりで孤児院を脱けだし、旅に出る。3年8カ月の間に、世界が変
わってしまったことも知らずに…。史上最強の楽天家、フェリックスがつらい運命を想像力ではね
とばす、長い長い旅のお話。

ぼくが宇宙人をさがす理由
鳴沢 真也／著

旬報社

2012.8

440.14/ﾅﾙ/

宇宙少年だったぼく。ひきこもりや数かずのつまずきがあったぼくが、世界15カ国の科学者たちの
リーダーになって、 宇宙人さがし の大作戦にとりくむ-。SETI(地球外知的生命探査)をおこな
う著者のメッセージ。

◆高校生の部◆
歌え!多摩川高校合唱部
本田 有明／著

河出書房新社

2012.6

913.6/ﾎﾝ/

混声合唱なのに男子が4人しか残らなかった多摩川高校合唱部。そこへ 元気だけが取り柄
入部員が押し寄せて…。Nコン第70回大会に向けて奮闘した実話にもとづく小説。

ジョン万次郎

の新

海を渡ったサムライ魂

マーギー・プロイス／著

集英社

2012.6

Z933.7/ﾌﾟﾛ/

アメリカ東部に暮らした初めての日本人、ジョン万次郎が、いじめや差別にくじけることなく、強
く生き抜いた秘訣とは? 現地に残された記録や資料をもとに、ジョン万次郎の青春時代を鮮やかに
描いた物語。

宇宙へ「出張」してきます

古川聡のISS勤務167日

古川 聡／著

2012.6

毎日新聞社

538.9/ﾌﾙ/

医師から宇宙飛行士に転職し、初飛行で日本人最長の連続滞在日数167日間を記録。100を超える
科学実験やミッション、プログレス事故、スペースデブリ衝突の危機を乗り越え帰還した著者の、
宇宙での日々を紹介する。
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第４６回ＹＢＣ 読書感想「本の森たんけん」指定図書

◆小学校低学年◆
おおきなゾウとちいさなゾウ
たしろ ちさと／作・絵

教育画劇

2012.10

Z913.8/ﾀｼ/

水の楽園オカバンゴに向かって旅をしていたちいさなゾウは、砂嵐に巻き込まれてひとりぼっちに
なってしまう。足跡を追っていくと、そこには知らないおおきなゾウが。2頭はいっしょに旅をし
ていくうちに…。

ちいさなおはなしやさんのおはなし
竹下 文子／作

小峰書店

おはなしだいすき

2012.12

Z913.8/ﾀｹ/

おはなしやさんが売る、おはなしの実は村の人たちに大人気。実を口にすると面白いおはなしが口
一杯に広がり、元気になるのです。ところがある日、おはなしの実がなる木が折れてしまいまし
た。おはなしやさんは木をさがして…。

あまやどり

わくわくえどうわ

市川 宣子／作

文研出版

2012.7

Z913.8/ｲﾁ/

女の子が弟を連れて公園に遊びにいくと、雨が降ってきました。でも、弟はお砂場から動きませ
ん。周りが真っ白になるほど雨が強くなると、弟は白い雨の中へ歩いていって、見えなくなってし
まい…。

かあさんのこもりうた
こんの ひとみ／作

金の星社

2012.10

Z913.8/ｺﾝ/

嵐でかあさんを失ってしまったこぐまたち。でも、かあさんのこもりうたは今日も風にのって聴こ
えてきます…。東日本大震災の被災地の子どもに、亡くなったお母さんから届いた1通のタイムレ
ターから生まれた絵本。

めそめそけいくん、のち、青空
矢部 美智代／作

学研教育出版

キッズ文学館

2012.8

Z913.8/ﾔﾍﾞ/

けいくんは、言いたいことがうまく言えない男の子。でも、誕生日にもらった犬のクマには少しず
つ話せるように。そんなある日、クマと散歩していると、クラスの男の子が現れて…。
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◆小学校中学年◆
北の馬と南の馬
前川 貴行／写真・文

あかね書房

2011.8

Z489.8/ﾏｴ/

青森の寒い冬にたえる寒立馬と、宮崎で古くからの血をつないでいる御崎馬。同じ日本の馬であり
ながら、対照的な土地に生きるそのすがたを追い、生きものと環境の関係を見つめる。

いたずら人形チョロップと名犬シロ
たかどの ほうこ／作・絵

ポプラ物語館

ポプラ社

2012.11

Z913.8/ﾀｶ/

人形のチョロップのいたずらのおかげで、気むずかしいキムヅカ家の人たちは、だんだん明るい一
家に。今日も、チョロップと犬のシロが大活躍! 笑いがいっぱいのユーモア童話。

キリンちゃん

ジュニア文学館

花形 みつる／作

学研教育出版

2012.6

Z913.8/ﾊﾅ/

おじいちゃんの古い本を虫ぼししていたら、開いた本の上にのった、毛糸玉みたいな、黄色くて丸
いものを見つけた。それが、ボクとキリンちゃんの、ふしぎな出会いだった…。少年とキモかわい
い生きものの、出会いと友情の物語。

風の島へようこそ くりかえしつかえるエネルギー
アラン・ドラモンド／さく

福音館書店

2012.2

Z933.7/ﾄﾞﾗ/

15年前、デンマークの小さな島、サムス島で、島でつかうエネルギーをすべて自分たちでつくり出
す計画がはじまりました。目指すは自然エネルギーによる100%自給。実話を元にえがいた、風の
島のものがたり。

ちょっとだけタイムスリップ

とっておきのどうわ

花田 鳩子／作

2012.7

PHP研究所

Z913.8/ﾊﾅ/

ゆうとは、夏休みに田舎のおじいちゃんの家へ遊びに行ったのに、ハワイに行ったとみんなに嘘を
ついてしまった。思わずついた嘘が、どんどん大きくなっていく。タイムスリップして、嘘をつく
前に戻れたらいいのに…。

◆小学校高学年◆
いのちをつなぐ
大木 トオル／著

セラピードッグをめざす被災地の犬たち

岩崎書店

2012.12

ノンフィクション・生きるチカラ

Z645.6/ｵｵ/

動物介在療法の普及に取り組んでいる著者が、東日本大震災と福島の原発事故によって飼い主と離
ればなれになった犬たちを保護し、被災者を勇気づけるセラピードッグとして育成する日々を綴
る。

魔法がくれた時間
トビー・フォワード／作

金の星社

2012.12

Z933.7/ﾌｵ/

目の前に迫ってきた死に準備ができずにいるおじいちゃんと、おじいちゃんが大好きな孫娘。不思
議な力によって数日間、その死をのばしてもらった2人は…。死にゆく者、見送る者の気持ちと
「死」の必然性をやさしく描く。
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クロテン

北国からの動物記

竹田津 実／文、写真

アリス館

2012.11

Z489.58/ﾀｹ/

灰色から黒褐色まで幅広い毛色をもつ森林性の動物、クロテン。北海道東川町の森の家にやってく
る2頭のクロテンの様子を写真とともに物語った、北国からの動物記。

願いがかなうふしぎな日記
本田 有明／著

PHP研究所

2012.8

Z913.8/ﾎﾝ/

おばあちゃんから「書くと望みがかなう」日記帳をもらった光平。両親が仲直りしてほしい、泳げ
るようになりたい。そして、光平にはどうしても実現させたい願いが…。

ボニンアイランドの夏
佐藤 真澄／著

汐文社

ふたつの国の間でゆれた小笠原

2012.11

Z913.8/ｻﾄ/

フリーライターの叔母の取材に同行して、小笠原にやってきた啓太は、現地の欧米系住民と接する
中で、ときに日本人、ときに欧米人として扱われるなど、翻弄され続けた小笠原の人々の歴史を知
ることに…。

◆中学校◆
夕焼けカプセル
泉 啓子／作

童心社

2012.3

Z913.8/ｲｽﾞ/

初めての恋を見つけた沙良。演劇部の仲間と別れて、自分の居場所を探す美月。高校受験を前に、
揺れる詩織。新しい季節に向かって歩き出す3人の少女のアンソロジー。

手で笑おう

手話通訳士になりたい

アン・マリー・リンストローム／著

汐文社

2012.8

Z289.3/ﾘﾝ/

声に出して話すのも、手と腕を動かす手話も、伝えたいという気持ちは同じ-。耳の聞こえない両親
のもとに生まれ、ろうの人と健聴者とを手話でつなぐという夢をかなえたスウェーデン女性の若き
日の実話を紹介します。

境界をこえる
安藤 忠雄／著

15歳の寺子屋

講談社

2012.4

Z523.1/ｱﾝ/

建築家の仕事は、理想の建物を構想し、実現させること。現実を正面から受けとめ、「構想力」と
「実行力」で、豊かな人間の暮らしを追求してきた世界的建築家が、壮大な夢を実現する道程を語
る。

負けない!

挑戦することは楽しいこと

クルム伊達公子／著

ポプラ社

ポプラ社ノンフィクション

2012.3

Z783.5/ｸﾙ/

37歳で現役に再挑戦し、今も世界で活躍するテニスのクルム伊達公子。つねに挑戦をつづけるトッ
プアスリートが、がんばることの楽しさ、おもしろさを伝える。なんでも質問Q&A付き。
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ワンチュク国王から教わったこと
ペマ・ギャルポ／著
PHP研究所

2012.5

289.2/ﾍﾟﾏ/

わずか6日間の滞在で日本人の心を魅了したブータン国王。日本が大切にしてきた価値観を
讃え、希望と勇気をもたらした、来日中の活動の様子を、通訳として同行した著者が語
る。衆議院本会議場での国会演説等も収録。
◆高等学校◆
隠れ家

アンネ・フランクと過ごした少年

シャロン・ドガー／作

岩崎書店

海外文学コレクション

2011.7

Z933.7/ﾄﾞｶﾞ/

ぼくはたしかに生きていた、ペーター・ファン・ペルスとして-。世界的大ベストセラー「アンネの
日記」の登場人物の1人であるペーターの視点から、「隠れ家」での生活と強制収容所での日々を
綴る。

それでも、日本人は「戦争」を選んだ
加藤 陽子／著

朝日出版社

2009.7

210.6/ｶﾄ/

普通のよき日本人が、世界最高の頭脳たちが、「もう戦争しかない」と思ったのはなぜか? 日清戦
争から太平洋戦争まで、戦争の根源的な特徴、戦争が地域秩序や国家や社会に与えた影響と変化な
どを解説。高校の講義を書籍化。

小澤征爾指揮者を語る
小澤 征爾／語り

音楽と表現

PHP研究所

100年インタビュー

2012.3

762.1/ｵｻﾞ/

初めてフランスに渡ってから、ウィーン国立歌劇場の音楽監督になるまでの道のりとは? 世界的人
気を誇る指揮者・小澤征爾が、西洋音楽に挑んだ半世紀を語る。NHKBS「100年インタビュー」
の内容をもとに単行本化。

空中トライアングル
草野 たき／著

講談社

2012.8

Z913.8/ｸｻ/

律子は1つ年上の幼なじみで、誰もがうらやむ彼氏・琢己から、もう1人の幼なじみ・圭が琢己と同
じ高校に通っていると知らされる。圭の彼女と一緒にみんなで久しぶりに会おうという琢己の提案
に、素直に喜ぶ律子だったが…。

聞く力

心をひらく35のヒント

阿川 佐和子／著

文藝春秋

文春新書

2012.1

361.454/ｱｶﾞ/

頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。インタビューが苦手だっ
た阿川佐和子が、1000人ちかい出会い、30回以上のお見合いで掴んだコミュニケーション術を披
露する。

山形県立図書館 経営課調査相談担当
〒990-0041 山形市緑町1-2-36
（023）631-2523（代）
URL
http://www.lib.pref.yamagata.jp/
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