
平成 26 年度 ブックトーク派遣事業実績報告 

 

＜青石中学校ブックトーク＞ ※「ゆめいろぽけっと」のおはなし会と同時 

日 時：2014 年 6 月 20 日（金）13:15～15:30 

場 所：青石中学校 図書室 

参加数：1年生 38 名 

紹介者：保内図書館・坂本（同行：上野） 

内 容：テーマ「ことばのちから」 

①『ジュニア記号の大事典』 太田幸夫/監修 くもん出版 

②『学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方』  

サンキュータツオ/著 角川学芸出版 

③『今昔物語集』（2） 日本古典文学全集 小学館 

④『超訳日本の古典 5 今昔物語・宇治拾遺物語』 加藤康子/監修 学習研究社 

    ⑤『ストーリーで楽しむ日本の古典 今昔物語』 令丈ヒロ子/著 岩崎書店 

    ⑥『15 歳の可能性』ＮＨＫネットコミュニケーション小説 3 

  加瀬ヒサヲ/著 ほるぷ出版 

⑦『猫川柳 どら猫☆ロック』  猫川柳編集部/編集 辰巳出版 

⑧『ジャーニー 女の子とまほうのマーカー』 アーロン・ベッカー/作 講談社 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 70冊を団体貸出 

 

＜双岩小学校ブックトーク＞  

日 時：2014 年 11 月 11日（火）13:15～13:45 

場 所：双岩小学校 ふれあいルーム 

参加数：全校児童 49 名 

紹介者：保内図書館・上野（同行：岩井館長、坂本） 

内 容：テーマ「へんし～ん」 

①『なりました』   内田麟太郎/作 山口マオ/絵  すずき出版 

②『からからからが…』 高田桂子/作 木曽秀夫/絵  文研出版 

③『ソラマメばあさんをおいかけろ』たかどのほうこ/作  文化出版局 

④『海野和男のさがしてムシハカセ② さがそう！かくれる虫』 

海野和男/写真・文  偕成社 

⑤『おひるのアヒル』 中川ひろたか/文 村上康成/絵 ＰＨＰ研究所 

⑥『ストライプ たいへん！しまもようになっちゃった』 

デヴィッド・シャノン/文・絵 清水奈緒子/訳 セーラー出版 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 70冊を団体貸出 



＜青石中学校ブックトーク＞ ※「ゆめいろぽけっと」のおはなし会と同時 

日 時：2014 年 12 月 17日（水）13:15～15:30 

場 所：青石中学校 図書室 

参加数：2年生 36 名 

紹介者：保内図書館・坂本 

内 容：テーマ「イマジネーション」 

①『アリからみると』 桑原隆一/文 栗林慧/写真 福音館書店  

②『ネネとヨヨのもしもの魔法』 白倉由美/著 徳間書店 

③『三びきのコブタのほんとうの話』 

ジョン・シェスカ/文 レイン・スミス/絵 いくしまさちこ/訳 岩波書店 

④『超・ハーモニー』 魚住直子/著 講談社 

⑤『にているね！？』 五味太郎/作 福音館書店 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 70冊を団体貸出 

 

＜双岩小学校ブックトーク＞  

日 時：2014 年 12 月 19日（金）11：05～11：55 

場 所：双岩小学校  

対 象：1年生 6 名 

紹介者：保内図書館・坂本 

内 容：テーマ：昔話 「いろいろももたろう」 

①『ちんころりん』高知の昔話 

 中脇初枝/再話 ささめやゆき/絵 福音館書店 

②『ももたろう』 岩崎京子/文 宇野文雄/絵 フレーベル館 

③『ももたろう』 松井直/文 赤羽末吉/画 福音館書店 

④『ももたろう』 赤座憲久/文 小沢良吉/絵 小峰書店 

⑤『ももたろう』 いもとようこ/文絵 金の星社 

⑥『それからのおにがしま』 川崎洋/作 国松エリカ/絵 岩崎書店 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 22冊を団体貸出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日 時：2014 年 12 月 19日（金）11：05～11：55 

場 所：双岩小学校  

対 象：4年生 6 名 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ：友だち  

①『からっぽのくつした』 

リチャード・カーティス/作 レベッカ・コッブ/絵/ 木原悦子/訳 世界文化社 

②『世界のともだち⑧ ケニア』 桜木奈央子/写真・文 偕成社 

③『オウエンとムゼイ』 

イザベラ・ハトコフ グレイグ・ハトコフ ポーラ・カフンブ/著 

ピーター・グレステ/写真 ベッキー/訳 日本放送出版協会 

④『ドングリ山のやまんばあさん』 富安陽子/作 大島妙子/絵 理論社 

⑤『あのとき すきになったよ』 薫くみこ/作 飯野和好/絵 教育画劇 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 25冊を団体貸出 

 

 

＜真穴小学校ブックトーク＞ 

日 時：2015 年 2 月 23 日（月）13：45～14：30 

場 所：真穴小学校  

対 象：1～3年生 27 名 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ：人権・友だち「ともだち」 

①『こぎつねコンとこだぬきポン』 まつの まさこ/ぶん  ふたまた えいごろう/え 童心社 

②『一さつのおくりもの』 もりやま みやこ/さく  かもした じゅん/え 講談社 

③『きょうふのわすれものチェック！』 スギヤマ カナヨ/さく 佼成出版社 

④『オウエンとムゼイ』 

イザベラ・ハトコフ クレイグ・ハトコフ ポーラ・カフンブ/ちょ  

ピーター・グレステ/しゃしん ベッキー/やく 日本放送出版協会 

⑤『あのとき すきになったよ』 くん くみこ/さく いいの かずよし/え 教育画劇 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 50冊を団体貸出 

 

 

 

 

 

 

 



日 時：2015 年 2 月 23 日（月）13：45～14：30 

場 所：真穴小学校  

対 象：4～6年生 22 名 

紹介者：保内図書館・坂本 

内 容：テーマ：職業・働くこと「わくわくワーキング！」 

①『ミラクルたのしい！ ハッピーお仕事ずかん』 ドリームワーク調査会/編著 西東社 

②『メアリー・スミス』 アンドレア・ユーレン/作 千葉 茂樹/訳 光村教育図書 

③『真夜中のディズニーで考えた働く幸せ』 鎌田 洋/著 河出書房 

④『つるばら村の洋服屋さん』 茂市 久美子/作 柿田 ゆかり/絵 講談社 

⑤『オリンピックのアスリートたち 錦織 圭』 本郷 陽二/編 汐文社 

⑥『パパのしごとはわるものです』 板橋 雅弘/作 吉田 尚令/絵 岩崎書店 

 

    ※終了後、紹介本と同じテーマの本計 50冊を団体貸出 

 

 

 

 

 


