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17 巻ではむげん列車編で

れんごくと戦ったあかざと

炭次郎と冨岡が戦う物語に

なっています。そして炭次

郎はむざんをたおせるのか

ぜひ楽しみにしておいてく

ださい。結末が感動的でし

た。＜二階堂＞ 

本の貸し出しは２月までです。

３月は図書館で読書・自習はで

きます。 

利用は開館カレンダーを見てく

ださい。 

 

 

本がどこにあるかわかるよ。 

 

図書委員おすすめの本 
 

ぼくに会い

に来てね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本は主人公の大江緑と書

道部のみんなといっしょに大

会などにでたり一年間にたく

さんの作品を書いたり出した

りする話です。大江緑の字の

成長等も感じます。＜栗田＞ 

Mr.インクレディブルとその家

族は並はずれたパワーの持ち

主。そこにシンドロームがスー

パーマンになりたかったのに、

許可してもらえず、それを恨み

戦います。シンドロームと戦う

時と前の 2 つのシーンの家族

愛が出ています。＜阿部＞ 

ベイマックスは、主人公の

ヒロのお兄さんタダシを火

災で亡くしてします。お兄

さんが残したロボット、ベ

イマックスを相棒に、ヒロ

と四人の仲間達はスーパー

ヒーローになり悪を追いか

けます。＜大住＞ 

乳酸菌が何の仲間か知って

いますか？実は発酵食品の

仲間なのです。この本はみ

なさんがよく飲む物の調べ

学習をするお話です。乳酸

菌の飲み物の作り方やでき

方を研究所や工場で教えて

くれます。 ＜橋本＞ 
両親を亡くし、お姉さんのナ

ニと暮らすリロのもとに遺伝

子実験によって生まれたステ

ィッチがやって来る。スティ

ッチは宇宙からの逃亡者。力

が強く、視力も聴力も頭脳も

すぐれた小さな生き物。リロ

とスティッチは逃げられるの

か。＜上野＞ 

石けんは固形石けんや液体

石けんがありますが、この

本を読んでから固形石けん

を使うようになりました。

固形石けんは作ってから 3

年超えても問題なく使えま

す。この本はとってもさん

こうになります。＜植原＞ 

主人公は小さな町に住む高校

生の女の子。ある日、自分がい

やになり「東京のイケメン男

子にして下さい。」と叫ぶと夢

の中で本当に男の子になって

しまう。夢はすごくリアル。三

葉は本当に男の子と入れかわ

ってしまったのか。＜榊＞ 

モトゥヌイ島の村長の娘モ

アナ。伝説の海に選ばれた

モアナはテ・フィティの心

をうばった風と海の神マウ

イを探し出してテ・フィテ

ィ に 心 を か え し に 行 く

が・・・はたしてテ・フィテ

ィの元へ心をかえすことが

できるのか。＜橋本＞ 

ディズニーランド・シーやミ

ッキーマウスができるまでが

書かれています。なぜウォル

ト・ディズニ－は夢の国を作

ったのか、なぜ絵で世界中の

みんなを笑顔にしようと思っ

たのかが書かれています。 

＜青木＞ 

札幌の進学校の中学に通っ

ていた主人公が農業高校に

通うことに。仲間や先生達

から生きるということ、生

かされるということを知

る。汗と涙、笑いにまみれた

物語。＜増田＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お薦
すす

め図書コーナー 
 

パソコンやスマホ、インタ

ーネットは生活の一部にな

りました。SNS など誰もが

つながれる情報を発信する

ことも可能です。何を気を

付けなければならないか学

びましょう！ 

「しあわせってなに？」おう

ちで家族と、学校で友だちと

それぞれのしあわせを一緒

に共有してみませんか？き

っと共有したあと、笑顔にな

っていると思います。 

日本にも世界遺産はあり

ますが、他の国の世界遺産

はどのようなものがある

のでしょうか。美しい写真

と詳細な解説で理解する

ことが出来ます。 

明るい話題から深刻な話題

まで、世界で起きている 50 個

の事実が分かりやすく解説。

今の世界はどのような問題

を抱えているのか、どうすれ

ばそれを解決できるのか、考

えてみましょう。 

みんなは歯がぬけたらそ

の 歯 を ど う し て い る か

な？国によってぬけた歯

をどうするかはちがいま

す。ある国ではぬけた歯を

イヤリングにするそうで

す。つづきは本をよんでみ

てね！ 

みんなはおうちでぱんを作

ったことはあるかな？この

本では「ぱんを作るためには

どんなざいりょうがひつよ

うなの？」「ばんはどうやっ

たらふくらむの？」というこ

とを知ることができます！ 

しぶ柿はそのままでは食べ

られませんが、皮をむいて、

１カ月半～２カ月の間、太

陽の下に干しておくと干し

柿と呼ばれる美味しい食べ

物になります。のれんのよ

うに干された干し柿はとて

もきれいです。 

時代ごとのドレスが、漫画的

な絵だからこそ、分かりやす

く描かれています。ゴシック

期、ルネサンス期、バロック

期、ロココ調……現代。ドレ

スだけでなく髪型、アクセサ

リー、下着もあり、絵の描き

方もあります。 

ちいちゃんはこねこを拾い

ました。でも、お家はアパー

トで飼えません。もらってく

れるひともなかなみつかり

ません…。 

「うごくことば」「かざる

ことば」「ようすのことば」

などにわけて、楽しい絵で

表現した図鑑です。絵を見

てなるほどと理解できるこ

とばもたくさんあります。 



 

 

 

 

級 書名

1 5級 FROZEN  A TALE OF TWO SISTERS

2 5級 GIANT POP-OUT SHAPES

3 5級 Go,Dog. Go!

4 5級 Goodnight moon / by Margaret Wise Brown pictures by Clement Hurd

5 5級 IT'S TOO WINDY!

6 5級 No,David！

7 5級 ON THE MOON

8 5級 Tangled

9 4級 Frog and Toad　All Year

10 4級 Frog and Toad Are Friends

11 4級 Frog and Toad Together

12 4級 HAROLD and the PURPLE CRAYON

13 4級 Hop on Pop / by Dr. Seuss

14 4級 IF YOU GIVE A MOUSE A COOKIE

15 4級 IF YOU GIVE A MOUSE ACOOKIE

16 4級 IF YOU GIVE A PIG A PANCAKE

17 3級 Christmas Lullabies

18 3級 Cinderella

19 3級 Disney Picture Dictionary

20 3級 Dr Jekyll and Mr Hyde

21 3級 Frankenstein

22 3級 Franklin WANTS A PET

23 3級 Franklin's BAD DAY

24 3級 GHILDREN'S FIRST DICTIONARY

25 3級 Hansel & Gretel

新
あたら

しい本の紹介
しょうかい

 

 

英検レベルで読めるよ！ 


