合併号（低学年） 2020.04.30
No.１ カリタス小学校図書館

としょかんだより
よろしくお願いします
ご入学・ご進級おめでとうございます。始業式の日
から子どもたちの笑顔と歓声があふれる図書館も、今
年はひっそりとしており、寂しいスタートとなってし
まいました。
自己紹介が遅くなりましたが、昨年に引き続き岸由
記と福永喜子（水・金）の 2 名が図書館の担当をさせ
ていただきます。至らない点もあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、休校が長く続いておりますが、ふだんよりゆ
ったりと流れる時間を利用して、読書をされている方
も多いかと思います。書店で本を購入したり、図書館
から本を借りたりすることも難しい状況が続いており
ますが、一度読んだことがある本でも繰り返し読むこ
とで、新たな気づきや発見があるかもしれません。ま
た、時間がなくてなかなか読む機会がなかった本が手
元にあれば、ぜひこの機会に読んでみてはいかがでし
ょうか。
図書館では、読書の手がかりとなるよう「おすすめ
の本」のリストを配布しています。休校のため新しい
学年に向けたリストをお渡しできずにいるため、一部
この“としょかんだより”にて紹介させていただきま
す。新刊の紹介と併せて、よろしければこちらもご活
用いただければ幸いです。
大変な状況ですが、子どもたちと保護者のみなさま
が、本の力で元気になることを願っております。

わたしのそばできいていて
リサ・パップ／作 WAVE 出版
わたしのそばできいていて
マディは、じをよむのがにがてです。だ
から、こくごのじかんに、みんなのまえ
でほんをよむのがいやでたまりません。
あるひ、おかあさんといっしょにとしょ
かんへいったマディは、しろくまみたい
ないぬのボニーとであいます。

あるくにのおうさまが、
「そらとぶふ
ねにのって、おしろまできたものをお
うじょとけっこんせてやろう」とおふ
れをだしました。それをきいた「せか
いいちのまぬけ」とよばれたわかもの
は、ふねをみつけるたびにでます。

きのうえで、
“ニャンコ”というなまえのいぬ
といっしょにくらしているツイグリーさん。
まちのひとからは、かわりものとおもわれて
います。あるひ、おおきなあらしがやってき
て、まちはみずびたしになってしまいます。

はるをむかえたちいさなおばあさんは、ふゆ
のあいだやすませていたあたまをさっそく
フルかいてんさせます。くたびれたぼうしを
おかねをかけずによそいきにするには？
めざましをつかわずにはやくおきるには？
いったいどんなかいけつほうをみつけたの
でしょうか。

臨時休校を受け、各出版社で本や雑誌の無料公開サービスが
行われています。一部ですが紹介させていただきます。
〇偕成社『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』1 巻
https://www.kaiseisha.co.jp/
〇福音館書店『たくさんのふしぎ』バックナンバー
https://www.fukuinkan.co.jp/detail_contents/?id=85
※いずれも期間限定となっています。

おとなりさん
きしらまゆこ／作 ＢＬ出版

へんてこもりにいこうよ
たかどのほうこ／作 偕成社

うずらのうーちゃんの話
かつやかおり／作 福音館書店

にわとりのいえのとなりに、だ
れかがひっこしてきました。で
も、なかなかあうことができま
せん。いったい、だれがひっこ
してきたのでしょう?

「へんてこもり」でどうぶつしり
とりをしていた４にんのこども
たち。ブンタが「まるぼ！」とさ
けぶと、ヤカンのようなふしぎな
いきものがあらわれて…

ゴインキョとチーズどろぼう
エミリー・ロッダ／作 あすなろ書房

ようちえんからもらってき
たうずらの「うーちゃん」は、
小さいけれどげんきいっぱ
い。ところが…

ゴインキョのたからものは
チーズ。どろぼうからチーズ
をまもるため、ガードマンを
やとったのですが…
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なかなおりの魔法（
香坂 直／作

～トゥートゥルとふしぎな友だち～
湯 湯／作 あかね書房

小学館

全身赤づくめでおかしなフランス語をつか
うムッシュ・トマーレは、おうだんほどう
の見はり番です。心のなかの信号が青にな
っていないときは、むりに進んではいけな
いといいます。その信号、本当にわたって
もだいじょうぶ？

友達とけんかをしてはらをたてていたトゥ
ートゥルは、ふしぎなおじいさんからおこ
っている気持ちが消える方法を教えてもら
い、ためしてみます。よく日、学校に行っ
てみると、けんかをした友達はだれもきて
いなかったのです。

すてねこたちに未来を

しあわせなハリネズミ
藤野恵美／作

）

講談社

ハリネズミには友達がいませんでした。思
ったことを全て口にしてしまうからです。
ある日、森にひっこしてきたモグラと出会
い、なかよくなります。それをきっかけに、
今までひとりぼっちだったハリネズミの
生活が、大きく広がっていきます。

小学 4 年生の保護ねこ活動
菅 聖子／作 汐文社
４年生の中山渚美（
）さんは、ねこの
保護（ ）活動をしています。のらねこを
保護（ ）し、幸せにくらせるよう新しい
かい主をさがすのです。私たちにも小さな
命（ ）を救（ ）う方法があるといいま
す。どんな方法なのでしょう？

おれからもうひとりのぼくへ
相川郁恵／作

岩崎書店

友達と待ち合わせをしている運動公園に向
かうため、自転車に飛び乗った智（
）は、
目の前にあらわれた自転車とぶつかりそう
になります。それいこう、友達の反のうや家
族の様子など、何かがおかしいのです。一体
何がおこったというのでしょう？

ドーナツのあなのはなし
ドーナツは、なぜあんな形をしている
のか知っていますか？実は、1 人の船
乗りがドーナツを発明したというの
です。いったい、どんないきさつが
あったのでしょう？

やっきょく へいてん

アヤカシ薬局閉店セール
伊藤充子／作 偕成社
近くにできたドラッグストアのせいで、
お客が来なくなったアカシア薬局。店主
のさくらさんが閉店セールのはり紙をす
ると、古道具屋で買ったまねきねこが「せ
んでんがたりない」といいだして…

ま じ ょ

魔女のシュークリーム
岡田淳／作 ＢＬ出版

ちびドラゴンのおくりもの
イリーナ・コルシュノフ／作 国土社

なんでもただ会社
ニコラ・ド イルシング／作 日本標準

ある日、魔女(まじょ)に「いのち」をにぎ
られた動物(どうぶつ)たちがダイスケの
もとにあらわれます。魔法(まほう)をとく
カギはシュークリームだというのです。

ハンノーは学校でひとりぼっち、何をや
ってもうまくいきません。そんな時、ハ
ンノーが地めんに書いたまるからちび
ドラゴンがあらわれます！

注文したものが、なんでも「ただ」でもら
える会社って知ってる? 「なんでもただ
会社」の会員(かいいん)になったティエリーに
おこった、信(しん)じられないようなドキド
キ、ハラハラするふしぎな物語。
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としょかんだより
きつねの時間
蓼内明子／作

フレーベル館

ピーター・ブラウン／作

6 年生のふみは、母親と 2 人ぐらし。ある
日、なくなったと聞いていた父親が、実は
生きていることを知ります。突然（
）
のことに気持ちの整理がつかないふみ。し
かし、学校の友達や周りの大人とのふれ合
いが、ふみを温かく支えてくれます。

河出書房新社

転校先でいじめを受け、学校に行けなくなって
しまったほのか。だれにも相談できず、市立図
書館に居場所を求めるようなります。そっと見
守る司書のイヌガミさんやなぞの少年、そして
たくさんの本との出会いを通して、じょじょに
ほのかをとりまく世界が変わっていきます。

ひみつ

もうどうけん

村瀬哲史／作

シリアに残された希望
マイク・トムソン／作 文溪堂

くちぶえ番長
重松 清／作 新潮社
小学４年生のツヨシのクラスに、一輪車
とくちぶえの上手な女の子、マコトがや
ってきます。転校早々「わたし、この学
校の番長になる! 」と言うマコトに、み
んなはびっくり。でも、本当は…

宝島社

「どうして長野県がレタスの生産量日本一
なの？」
「静岡県ではいつから茶の栽培（さ
いばい）がさかんになったの？」など、知っ
ていそうで実はよく知らないことを、わかり
やすい解説と共に教えてくれる１さつです。
テーマごとのコラムも楽しめます。

2011 年より民主化を求めて内戦が始まった
シリアのダラヤという町に、秘密の地下図
書館がありました。危険にさらされ、食べ
るものにも困る毎日を送る中で、人々はな
ぜ本を求めたのでしょう？

北海道に、盲導犬としての役目を終えた犬
たちのための「老犬ホーム」があります。
年老いた盲導犬たちが、ゆっくりと安心し
て過ごせるように、世界で初めてつくられ
た施設（しせつ）なのです。

いとうみく／作 童心社

櫻井とりお／作

戦場の秘密図書館

北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと
辻 惠子／作 あすなろ書房

食べるのが大好きな５年生の細川糸子。この
本は、糸子と、糸子に関わる４人のクラスメ
イトたちがおりなす５つのお話からなって
います。登場人物は、ごくふ通の小学生で、
欠点や心の傷（きず）をかかえています。そ
れでも、前へ進んでいきます。

虹いろ図書館のへびおとこ

福音館書店

嵐でそうなんした船から、無人島に流れ着い
たロボット「ロズ」は、動物たちをまねるこ
とで、島での生き方を学んでいきます。はじ
め、動物たちは、ロズを「怪物（
」と恐
れていましたが、あることをきっかけに、こ
ころをひらくようになります。

ハーネスをはずして

糸子の体重計

にじ

野生のロボット

へんしゅう

こちら『ランドリー新聞』編集部
アンドリュー・クレメンツ／作 講談社
カーラは 6 か月まえに転校してきた、目
立たない女の子。けれど、自分で作った
『ランドリー新聞』を教室にはったとた
ん、学校じゅうの注目をあびることに。
さて、そのわけは…?

くらやみ城の冒険
マージェリー・シャープ／作 岩波書店
すてきな貴婦人ねずみのミス・ビアンカ、
勇ましい家ねずみのバーナード、ノルウェ
ーの船乗りねずみのニルス。3 びきは世界
的なねずみの組織「囚人（しゅうじん）友の会」
の任務（にんむ）で、とらわれの詩人を助け
に、地のはてのくらやみ城へ向かいます。

