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① すいせん図書の貸出・予約は、太田市内に在住・在学の対象学年の方のみ
とさせていただきます。
② 対象学年の方のカード１枚につき１冊の貸し出し、貸出期間は１週間です。
③ 貸出期間の延長は出来ません。予約は１回につき１点のみです。
④ 借りている間は、他のすいせん図書の予約はできません。
…詳しくは、カウンターまでおたずねください。

小学校・低学年
◆おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん

トロル／さく・え

913 ト

◆オバケたんてい

藤江 じゅん／作

913 フ

◆おねえちゃんって、ほーんとつらい！

いとう みく／作

913 イ

◆いちばんのなかよしさん

エリック・カール／作

E カ キイロ

◆キャベたまたんてい きょうふのおばけやしき

三田村 信行／作

913 ミ

◆モンスター・ホテルでおひさしぶり

柏葉 幸子／作

913 カ

◆おばけ道、ただいま工事中！？

草野 あきこ／作

913 ク

◆グレッグのダメ日記 わけがわからないよ！

ジェフ・キニー／作

93 キ

◆砂の音はとうさんの声

赤座 憲久／著

913 ア

長崎 源之助／〔ほか〕編集

918 セ 12

◆大パニック！よみがえる恐竜

ニック・フォーク／作

93 フ

◆てんやわんや名探偵

杉山 亮／作

913 ス

◆山田県立山田小学校 ２ 山田伝記で大騒動！？

山田 マチ／作

913 ヤ 2

◆シロガラス １ パワー・ストーン

佐藤 多佳子／著

913 サ 1

◆捨て犬・未来、天国へのメッセージ

今西 乃子／著

64 イ

◆不可能とは、可能性だ

笹井 恵里子／著

78 サ

◆ぼくが消えないうちに

Ａ．Ｆ．ハロルド／作

93 ハ

◆メリサンド姫

Ｅ．ネズビット／作

93 ネ

◆奪われた予言書 （妖怪道中三国志 １）

三田村 信行／作

913 ミ

小学校・中学年

「戦争と平和」子ども文学館 １２ （「砂の音はとうさんの声」収録）

小学校・高学年

こどもコーナー７月のとくしゅう本

「色をたのしむえほん」と
「よいえほん」

お知らせ
６月２９日（木）と
７月２７日（木）は、
館内整理日のため
休館いたします。

① 課題図書の貸出・予約は、太田市内に在住・在学の対象学年の方のみ
とさせていただきます。
② 対象学年の方のカード１枚につき１冊の貸し出し、貸出期間は１週間です。
③ 貸出期間の延長は出来ません。予約は１回につき１点のみです。
④ 借りている間は他の課題図書の予約はできません。
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…詳しくは、カウンターまでおたずねください。

◆ 小学校の部 ◆
１・２年生

３・４年生

ばあばは、だいじょうぶ

Ｅ

イ アオ
童心社

金の星社

岡野 かおる子／作
上路 ナオ子／絵

いとう みく／作
こがしわ かおり／絵

大好きなばあばが、犬の
ココに何回もおやつをあ
げるようになった。
そのうち、何度も同じこ
とをくりかえして言い、
あみものも「わからなく
なっちゃって…」とすす
まなくなってしまった。
ばあばは、
「わすれてしま
う」病気になってしまっ
たのだ…。

「ようい、どん」えみちゃん
が、かけ声をかけると、ぱっ
とあらわれて、にゃーと答え
るねこ。いつのまにか「どん」
という名前になりました…。
雨の日、風の日、雪の日に
きまってあそびにやってく
る、どん。なかよしで自由な
関係のくろねこと女の子の
おはなし。

トラブルをできるだけ
避けて生きてきたぼく、
日色拓。転校生の真中凛
さんは気が強く、言いた
いことをはっきり言う
タイプで、他人につっか
かってばかりなので、ク
ラスで浮いてしまって
いる。関わりたくはない
んだけれど…。

９１３ オ
理論社

茂木 ちあき／作

オレはサスケ。イヌだ。
サチコさんの家の庭に住
んでいる。だが、ある日
サチコさんが帰ってこな
い。サチコさんを探しに
出たオレに、いつも家の
庭に来るネコが「サチコ
さんを信じて待てばいい
じゃないか」と言い…。

あいりの家の隣に、ミャン
マーから一家五人が引っ越
してきた。その家の女の
子・ナーミンは、あいりの
同級生になった。あいりは
すぐに仲良くなるが、給食
のときにちょっとした事件
が起きて…。

ジャーヴィス／作
青山 南／訳

ジ キイロ
ＢＬ出版

アランはこわーいワニ
の一族。ジャングルのみ
んなはアランをこわが
るけど、それはアランの
努力のたまもの。
うろこを磨き、爪をとが
らせ、歯を１本につき、
最低１０分磨いて、ジャ
ングルに出かけます。
でもアランの歯は…。

９１３ モ

イ キイロ

ぼくたちのリアル
戸森 しるこ／著
佐藤 真紀子／絵

９１３ ト
講談社

国土社

耳の聞こえないメジャーリーガー
ウィリアム・ホイ

Ｅ

ツ キイロ

光村教育図書

ストライクとセーフなど
の審判のジェスチャーや
チーム内のサインを考案
した、聴覚障がいをもつ
メジャーリーガー、ウィリ
アム・ホイの伝記。少年時
代からメジャーリーグで
活躍するまでを描く。

アン・ブース／著
橋 賢亀／絵，杉田 七重／訳

９３ ブ
あかね書房

干したから…

森の木々がへっているな
か、小鳥たちのいのちを守
り、人々に楽しみを与えて
くれる「すばこ」
。もとも
とはドイツのある小鳥好
きの男爵がはじめたもの
です－。すばこのはじまり
と楽しみ方を描いた、美し
いノンフィクション絵本。

Ｅ モ ミドリ
フレーベル館

そいつの名前は、璃在（リ
アル）。ぼくたちの学年
で、リアルを知らないや
つはいない。学年一の人
気者、リアル。それはあ
いつにふさわしい、かっ
こよくて勢いのある名前
だった－。今を生きる子
どもたちの姿を軽やかに
描く。

霧のなかの白い犬

ナンシー・チャーニン／文
ジェズ・ツヤ／絵
斉藤 洋／訳

キム ファン／文
イ スンウォン／絵

ほるぷ出版

文研出版

ゆーち みえこ／絵

すばこ

Ｅ

９１３ イ

空にむかってともだち宣言

くさの たき／作
つじむら あゆこ／絵

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ

Ｅ

チキン！

くろねこのどん

楠 章子／作
いしい つとむ／絵

なにがあってもずっといっしょ

９１３ ク

５・６年生

小さいころから犬が大好
きだったジェシーは、祖母
が白いシェパード〈スノー
ウィ〉を飼いはじめて、大
喜び。しかし、祖母が認知
症をわずらい、何かにおび
えるようになる。その姿を
見たジェシーは、祖母を苦
しめる原因を探ろうとす
るが…。

転んでも、大丈夫

森枝 卓士／写真・文

臼井 二美男／著

サケ、なっとう、稲、カ
エル…世界の干した食べ
もの、大集合！野菜だっ
て、くだものだって、魚
だって、干さなくても食
べられる。干したら、な
にがかわるのだろう？干
すことのふしぎと、その
目的を紹介します。

足をうしない、つらい思い
をしている人びとの義足
を作る臼井二美男（うすい
ふみお）さん。臼井さんの
日ごろの仕事や、パラリン
ピックに出場する義足の
選手へのサポート、義足を
はいている人たちの思い
を紹介します。

４９ ウ
ポプラ社

◆ 中学校の部 ◆
円周率の謎を追う

２８ セ

ホイッパーウィル川の伝説

９３ ア

月はぼくらの宇宙港

５３ サ

◆ 高等学校の部 ◆
ブロード街の１２日間
フラダン ９１３ フＹＡ 93 ホ
うなぎ一億年の謎を追う 66 ツ

ストロベリーライフ

９１３．６ オ

犬が来る病院

４９３ オ

