
平成 29 年度ブックトーク派遣事業報告 

 

＜双岩小学校ブックトーク＞ 

日 時：2017 年 5 月 17 日（水）10:15～11:00 

場 所：双岩小学校ふれあいルーム 

対 象：1、2 年生 

紹介者：市民図書館・田村 

内 容：テーマ 「いきもの」 

①『原寸大 どうぶつ館』 前川貴之/写真 小学館 

②『ジオジオのかんむり』 岸田衿子/作 中谷千代子/画 福音館書店 

③『あしたうちにねこがくるの』 石津ちひろ/作 ささめやゆき/絵 講談社 

④『さかなだって ねむるんです』 伊藤勝敏/写真 嶋田泰子/文 童心社 

⑤『今森光彦の昆虫教室 くらしとかいかた』 

 今森光彦/作 廣野研一/絵 講談社 

 『今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた』 今森光彦/作 講談社 

⑥『ちいさな みどりの かえるさん』 

  フランセス・バリー/作 たにゆき/やく 大日本絵画 

 

  終了後、紹介本と同じテーマの本を 30 冊団体貸出 

 

＜保内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：2017 年 5 月 17 日（水）13:45～15:00 

場 所：保内中学校多目的室 

対 象：1 年生 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ 「ことばのふしぎ」 

①『目でみることば』 おかべたかし/文 山出高士/写真 東京書籍 

②『なぞなぞ学』 稲葉茂勝/著 ウノ・カマキリ/絵 こどもくらぶ/編 今人舎 

③『きみの声を聞かせて』 小手鞠るい/著 偕成社 

④『かんたん！たのしい！手作り手紙 おりがみ手紙』 寺西恵里子/作 汐文社 

⑤『ネガポ辞典』 ネガポ辞典製作委員会/著 主婦の友社 

⑥『ぜつぼうの濁点』 原田宗典/作 柚木沙弥郎/絵 教育画劇 

 

  終了後、紹介本と同じテーマの本を団体貸出 

 



＜神山小学校ブックトーク＞  

日 時：2017 年 6 月 9 日（金）13：45～14：20 

場 所：4 年 1 組教室 

対 象：4 年 1 組 

紹介者：市民図書館・坂本 

内 容：テーマ：戦争・平和「守りたいものはなんですか？」 

①『いわたくんちのおばあちゃん』 天野夏美/作 はまのゆか/絵 主婦の友社 

②『地雷のない世界へ －はたらく地雷探知犬』 大塚敦子/写真・文 講談社 

③『ガザ 戦争しか知らないこどもたち』 清田明宏/著 ポプラ社 

④『バスラの図書館員 －イラクで本当にあった話』 

  ジャネット・ウィンター/絵と文 長田弘/訳 晶文社 

⑤『へいわってすてきだね』 安里有生/詩 長谷川義史/画 ブロンズ新社 

 

場 所：4 年 2 組教室 

対 象：4 年 2 組 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ：戦争・平和「平和について考えよう！」 

①『へいわってどんなこと？』 浜田桂子/作 童心社 

②『パンプキン！ 模擬原爆の夏』 令丈ヒロ子/作 宮尾和孝/絵 講談社 

③『プーさんとであった日』 

 リンジー・マティック/文 ソフィー・ブラッコール/絵 山口文生 評論社 

④『これから戦場に向かいます』 山本美香/写真・文 ポプラ社 

⑤『そらいろ男爵』  

ジル・ボム/文 ティエリー・デデュー/絵 中島さおり/訳 主婦の友社 

 ⑥『ぼくがラーメンたべてるとき』 長谷川義文/作・絵 教育画劇 

 

   終了後、紹介本と同じテーマの本計 60 冊を団体貸出 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜千丈小学校ブックトーク＞ 

日 時：2017 年 6 月 23 日（金）13:40～14:25 

場 所：千丈小学校 3 年教室 

対 象：3 年生 

紹介者：市民図書館・田村 

内 容：テーマ 「ファンタジー」 

①『ハリーポッターと賢者の石』 J･K･ローリング/著 静山社 

②『魔術学入門』 ドゥガルド･A･スティア/作 浜田かつこ/訳 金の星社 

③『魔女バジルと魔法のつえ』 茂市久美子/作 よしざわけいこ/絵 講談社 

④『だれも知らない小さな国』コロボックル物語① 佐藤さとる/著 講談社 

⑤『めっきらもっきら どおんどん』 

 長谷川摂子/作 ふりやなな/画 福音館書店 

 

  終了後、紹介本と同じテーマの本を団体貸出 

 

 

＜喜須来小学校ブックトーク＞  

日 時：2017 年 7 月 11 日（火）9：50～10：35 

場 所：図書室 

対 象：2 年生 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ：ファンタジー「ふしぎなせかい」 

①『まほうのコップ』 

藤田千枝/原案 川島敏生/写真 長谷川摂子/文 福音館書店 

②『えほん 魔女のひみつ』コリン・ホーキンス/作 岩田佳代子/訳 金の星社 

③『アリからみると』 桑原隆一/文 栗林慧/写真 福音館書店 

④『学校ななふしぎ』 斉藤洋/文 山本孝/絵 偕成社 

⑤『びんのなかのともだち』 垣内磯子/作 松本春野/絵 偕成社 

⑥『ふでばこのなかのキルル』 松成真理子/著 白泉社 

 

 

 

 

 

 



場 所：3 年生教室 

対 象：3 年生 

紹介者：市民図書館・田村 

内 容：テーマ：「ファンタジー」 

①『龍の子太郎（新装版）』 松谷みよ子/著 講談社 

②『ドラゴン 飼い方育て方』 ジョン・トプセル/著 神戸万知/訳 原書房 

③『魔法使いになるための魔法の呪文教室』 

 ロバート・イングペン/絵 神戸万知/訳 東洋書林 

④『ねこがみた話』 たかどのほうこ/作 福音館書店 

⑤『めっきらもっきら どおんどん』 

 長谷川摂子/作 ふりやなな/画 福音館書店 

 

   終了後、紹介本と同じテーマの本各 50 冊を団体貸出 

 

 

＜保内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：2017 年 11 月 22 日（水）13:45～15:00 

場 所：保内中学校多目的室 

対 象：2 年生 

紹介者：保内図書館・上野 

内 容：テーマ 「ぼくらはみんな生きている」 

①『教科で学ぶパンダ学』 稲葉茂勝/著 小宮輝之/監修 今人舎 

②『仕掛絵本図鑑 動物の見ている世界』 

 ギヨーム・デュプラ/著 渡辺滋人/訳 創元社 

③『シャーロットのおくりもの』  

E.B ホワイト/作 ガース・ウイリアムズ/絵 さくまゆみこ/訳 あすなろ書房 

④『ゴン太ごめんね、もう大丈夫だよ！』 山路徹と救出チーム/編 光文社 

⑤『キツネとねがいごと』カトリーン・シェーラー/作 松永美穂/訳 西村書店 

 

  終了後、紹介本と同じテーマの本を団体貸出 


