
№ 書　　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

1 図解こどもエコライフ　暑さとくらし 鈴木　信恵∥著 ほるぷ出版 K498.41

2 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ　夏をあそぼう 海野　和男∥写真・文 新日本出版社 K460.7

3
五感をみがくあそびシリーズ２
　水辺であそぼう

山田　卓三∥監修 農文協 K384.55

4
五感をみがくあそびシリーズ３
　里山であそぼう

山田　卓三∥監修 農文協 K384.55

5 花火のえほん 冴木　一馬∥作 あすなろ書房 K575.98

6 こおり 前野　紀一∥文　斉藤　俊行∥絵 福音館書店 K451.68

7 かき氷の魔法　世界一短いサクセスストーリー 藤井　孝一∥著 幻冬舎 K335

8 しぜんにタッチ！　カレーのひみつ 中山　章子∥監修 ひさかたチャイルド K596

9 知ってとくする食べておいしい　やさいノート いわさ　ゆうこ∥作 文化出版局 K626

10 やさいむらのなかまたち　夏 ひろかわ　さえこ∥作 偕成社 K626 

11 月刊たくさんのふしぎ　ウナギとりの夏 みやわき　まさお∥文・絵 福音館書店 K664

12 絵本すいぞくかん　さかなをたべる
ともなが　たろ∥絵
なかの　ひろみ・まつざわせいじ∥文

アリス館 K664.6 

13
ラジオ体操でみんな元気！１
　ラジオ体操　第１

青山敏彦∥監修 汐文社 K781.4

14
ラジオ体操でみんな元気！２
　ラジオ体操　第２

青山敏彦∥監修 汐文社 K781.4

№ 書　　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

15 NEOのえほん　もってみよう 松橋　利光∥写真と文　 小学館 K480

「夏のおすすめ」
ブックトーク用ブックリスト

対象：小学生

　平成２５年７月現在、名取市図書館で利用可能な資料の一覧です。

平成２５年７月作成
名取市図書館学校図書館支援センター

夏はこれでしょ！

ひらこう科学のとびら
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16 カブトムシ・クワガタムシの図鑑＆飼い方 藤原　尚太郎∥著 日東書院本社 K646.98

17 ふしぎいっぱい写真絵本　じゅえきレストラン 新開　孝∥写真・文 ポプラ社 K486

18 セミたちの夏 筒井学∥写真と文 小学館 K486.5

19 夏の虫夏の花　645種の身近な生きものの世界
たかはし　きよし∥絵
奥本　大三郎∥文

福音館書店 K460

20 原寸大　昆虫館 小池　啓一∥監修 小学館 K486.038

21 熱帯雨林のコレクション 横塚　眞己人∥写真・文 フレーベル館 K653.17 

22 いのちあふれる海へ　海洋学者シルビア　アール クレア　A・ニヴォラ∥作 福音館書店 Eｵﾚﾝｼﾞ　ｿ

23 うみのほん　たべものリレー
まつざわ　せいじ∥文
ともなが　たろ∥絵

文化出版局 K468.8

24 見て、さわって、不思議を学ぶ！　貝の図鑑＆採集ガイド 池田　等∥著 実業之日本社 K484

25 浜辺のコレクション 浜口　哲一・池田　等∥著 フレーベル館 K407

26 海辺の宝物 ヘレン・ブッシュ∥著 あすなろ書房 K289

27 万能潜水艦トンデモグール号　クジラの海の大冒険
水口　博也∥写真
ひらの　まきこ∥絵
寒竹　孝子∥文

学研教育出版 K489.6

28 子ども星空ファンタジー　夏の星座と星座物語 林　完次∥写真・文 フレーベル館 K443

29 星の地図館 林　完次〔ほか〕∥著 小学館 K443.8

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

30 大接近！妖怪図鑑 軽部　武宏∥作　 あかね書房 K388.1

31
みたい！しりたい！しらべたい！日本の妖怪大図鑑１
　家の妖怪

常光　徹∥監修 ミネルヴァ書房 K388.1

32
みたい！しりたい！しらべたい！日本の妖怪大図鑑２
　山の妖怪

常光　徹∥監修 ミネルヴァ書房 K388.1

33
みたい！しりたい！しらべたい！日本の妖怪大図鑑３
　海の妖怪

常光　徹∥監修 ミネルヴァ書房 K388.1

34
怖いぞ！古典怪談傑作選３
　幽霊・怨霊の怪談

川村　たかし∥監修 教育画劇 K913

35 ストーリーで楽しむ日本の古典　雨月物語 金原　瑞人∥著 岩崎書店 K913.56

身の毛のよだつ　怖い話
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36 「怖い」が、好き！ 加門　七海∥著 イースト・プレス K147

37 ひとりでいらっしゃい　―七つの怪談― 斉藤　洋∥作 偕成社 KN

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

38 なつのいちにち はた　こうしろう∥作　 偕成社 Ｅミドリ　ハ

39 はなび 秋山　とも子∥作 教育画劇 Ｅミドリ　ア

40 ぼくのしんせき 青山　友美∥作 岩崎書店 Ｅミドリ　ア

41 わがはいはのっぺらぼう
富安　陽子∥文
飯野　和好∥絵

童心社 Ｅミドリ　イ

42 おばけのひやめしや ささき　みお∥作・絵 ひさかたチャイルド Ｅミドリ　サ

43 へちまのへーたろー
二宮　由紀子∥作
スドウ　ピウ∥絵

教育画劇 Ｅミドリ　ス

44 キャラメルの木
上條　さなえ∥作
小泉　るみ子∥絵

講談社 Ｅミドリ　コ

№ 書　　　　　名 著　　　者 出版社 分類

45 はじめてのキャンプ　　〔低〕 林　明子∥作・絵 福音館書店 KNハヤ

46 れいぞうこのなつやすみ　〔低〕
村上　しいこ∥作
長谷川　義史∥絵

ＰＨＰ研究所 KNムラ

47 おばけのなつまつり　〔低〕
山本　和子∥作
大和田　美鈴∥絵

ＰＨＰ研究所 KNヤマ

48 なきむしおにごっこ　〔低〕
おの　りえん∥作
降矢　奈々∥絵

ポプラ社 ＫＮオノ

49 ふたごの星　〔低〕
宮沢　賢治∥作
あきやま　ただし∥絵

岩崎書店 ＫＮミヤ

50 月刊たくさんのふしぎ　砂漠のサイーダさん 〔中〕 常見　藤代∥文・写真 福音館書店 K382.42

51 花火とおはじき　〔中〕
川島　えつこ∥作
高橋　和枝∥絵

ポプラ社 ＫＮカワ

52 バアちゃんと、とびっきりの三日間　〔中〕
三輪　裕子∥作
山本　祐司∥絵

あかね書房 ＫＮミワ

53 ９月０日大冒険　〔中〕
さとう　まきこ∥作
田中　槇子∥絵

偕成社 ＫＮサト

〔〕内は対象学年の目安ですじっくり読んでみよう

絵本で味わう
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54 やまんばあさん海へ行く　〔中〕
富安　陽子∥文
大島　妙子∥絵

理論社 ＫＮトミ

55 海の帽子屋　〔中〕
須藤　さちえ∥作
オオノ　ミホ∥絵

新風社 ＫＮスト

56 キャンプで、おおあわて　〔中〕 ジェニファー・リチャード・ジェイコブソン∥作 講談社 ＫＦシエ

57 マゾ森の夏休み　〔高〕
川渕　圭一∥著
おかべ　りか∥絵

汐文社 ＫＮカワ

58 真夜中の商店街　〔高〕
藤木　稟∥作
徳永　健∥絵

講談社 ＫＮフシ

59 恐竜がくれた夏休み　〔高〕
はやみね　かおる∥作
武本　糸会∥絵

講談社 ＫＮハヤ

60 妖怪一家の夏まつり　〔高〕
富安　陽子∥作
山村　浩二∥絵

理論社 ＫＮトミ

61 ボニンアイランドの夏　ふたつの国の間でゆれた小笠原　〔高〕 佐藤　真澄∥著 汐文社 ＫＮサト

62 漂泊の王の伝説　〔高〕 ラウラ・ガシェルゴ・ガルシア∥作 偕成社 ＫＦカシ

63 アラビアン・ナイト　〔高〕
ケイト・Ｄ・ウィギン
ノラ・Ａ・スミス　　　∥編

福音館書店 Ｋ908

64 ツバサの自由研究　磯笛の絆　〔高〕 水野　次郎∥著 出窓社 ＫＮミス

65 夏の庭　Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　〔高〕 湯本　香樹実∥作 福武書店 ＫＮユモ

66 八月の光　〔高〕 朽木　祥∥作 偕成社 ＫＮクツ
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