
「はまなす文庫」のこと 

２０１０年から、本校に勤務されていた金
こ ん

睦子
む つ こ

先生は、明るく楽しいお人柄

で、子ども達に慕われていました。金先生は２０１４年１２月、帰宅する児童を送っ

ていく途中、交通事故に遭われ、帰らぬ人となりました。俣野小の子ども達にとっ

ても、教職員にとっても、たいへん悲しいできごとでした。子どもと本が大好きでい

らした金先生の志を形として残そうと、先生のご家族がたくさんの本を寄付してくだ

さり、2018年 5月に「はまなす文庫」が開設されました。金先生と金先生のご家

族に心より感謝申し上げます。 

「はまなす文庫」は、図書館カウンター横の書架にあります。どうぞ手にとって読

んでみてください。そして、末永くたいせつにしてください。 

なお、はまなすは金先生のふるさと、北海道を代表する花の名前です。 

また、金先生の前任校である滝の沢小学校にも、「はまなす文庫」が寄贈され

ています。 

 

はまなす文庫リスト 

第 1期 2018年 3月納入（73冊） 

１類 哲学   

自分におどろく たなかかずお 童話屋 

２類 歴史   

飛行士と星の王子さま ピーター・シス 徳間書店 

星の使者 ピーター・シス 徳間書店 

バーナムの骨 トレイシー・E・フォーン 光村教育図書 

４類 自然科学   

チューリップ 荒井真紀 小学館 



ながいながい骨の旅 松田素子 講談社 

わたしたちのたねまき K・Oガルブレイス のら書店 

さかなのたまご 内山りゅう ポプラ社 

９類 文学   

レッツとねこさん ひこ田中 そうえん社 

レッツとふみだい ひこ田中 そうえん社 

レッツがおつかい ひこ田中 そうえん社 

天山の巫女ソニン（一） 菅野雪虫 講談社 

天山の巫女ソニン（一） 菅野雪虫 講談社 

天山の巫女ソニン（二） 菅野雪虫 講談社 

天山の巫女ソニン（三） 菅野雪虫 講談社 

天山の巫女ソニン（四） 菅野雪虫 講談社 

天山の巫女ソニン（五） 菅野雪虫 講談社 

シノダ！１ チビ竜と魔法の実 富安陽子 講談社 

シノダ！２ 樹のことばと石の封印  富安陽子 講談社 

シノダ！３ 鏡の中の秘密の池 富安陽子 講談社 

シノダ！４ 魔物の森のふしぎな夜 富安陽子 講談社 

シノダ！５ 時のかなたの人魚の島 富安陽子 講談社 

シノダ！６ キツネたちの宮へ 富安陽子 講談社 

シノダ！７ 消えた白ギツネを追え 富安陽子 講談社 

シノダ！８ 都ギツネの宝 富安陽子 講談社 

シノダ！９ 夏休みの秘密の友だち 富安陽子 講談社 

シノダ！10 指切りは魔法のはじまり 富安陽子 講談社 

放課後の時間割 岡田淳 偕成社 

ハルとカナ ひこ田中 講談社 

図書館にいたユニコーン M・モーパーゴ 徳間書店 

Ｅ 絵本   

しげちゃん 長谷川義史 金の星社 

しげちゃんとじりつさん 長谷川義史 金の星社 

ホットケーキできあがり！ エリック・カール 偕成社 

これはすいへいせん 谷川俊太郎 金の星社 

イモリくんヤモリくん 松岡たつひで 岩崎書店 

文房具のやすみじかん 土橋正 福音館書店 

シンデレラ サラ・ギブ 文化出版局 

ラプンツェル サラ・ギブ 文化出版局 



ねむりひめ サラ・ギブ 文化出版局 

王国のない王女のおはなし サラ・ギブ BL出版 

お金のない王女のおはなし サラ・ギブ BL出版 

おいで、フクマル くどうなおこ 小峰書店 

チャーリーとシャーロットときんいろ

のカナリア 
チャールズ・キーピング ロクリン社 

うずらのうーちゃん かつやかおり 福音館書店 

もっとおおきなたいほうを 二見正直 福音館書店 

かん字のうた 川崎洋 岩崎書店 

ひとりひとりのやさしさ ジャクリーン・ウッドソン BL出版 

うきわねこ 蜂飼耳 ブロンズ新社 

きつねどん 洞野志保 ビリケン出版 

おとうさんのちず ユリ・シュルビッツ あすなろ書房 

ありがとう…どういたしまして ルイス・スロボドキン 偕成社 

うめじいのたんじょうび かがくいひろし 講談社 

ふしぎなでまえ かがくいひろし 講談社 

まくらのせんにん かがくいひろし 佼成出版社 

いわしくん 菅原たくや 文化出版局 

うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン アスラン書房 

しゃっくりがいこつ S・D・シンドラー セーラー出版 

バナナじけん 高畠那生 BL出版 

チーター大セール 高畠那生 絵本館 

うえきばちです 川端誠 BL出版 

どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこさとし 偕成社 

どろぼうがっこうだいうんどうかい かこさとし 偕成社 

だるまちゃんとはやたちゃん かこさとし 福音館書店 

だるまちゃんとかまどんちゃん かこさとし 福音館書店 

だるまちゃんとキジムナちゃん かこさとし 福音館書店 

ノラネコぐんだんアイスのくに くどうのりこ 白泉社 

ノラネコぐんだんおすしやさん くどうのりこ 白泉社 

もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 

きょうはそらにまるいつき 荒井良二 偕成社 

あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 偕成社 

ばけバケツ 軽部武宏 小峰書店 

わくせいキャベジ動物図鑑 tuperatupera アリス館 



きょうはソンミのうちでキムチをつけ

るひ！ 
チェ・インソン らんか社 

しまふくろうのみずうみ 手島三郎 絵本塾出版 

第 2期 2019年 3月（６４冊） 

         書        名      作   者    出 版 社 

０類 全般     

としょかんへいこう 斉藤洋 講談社 

カエサルくんと本のおはなし いけがみしゅんいち 福音館書店 

２類 歴史     

鳥に魅せられた少年 ジャクリーン・デビース 小峰書店 

オットー 戦火をくぐったテディベア トミー・ウンゲラー 評論社 

グーテンベルグのふしぎな機械 ジェイムズ・ランフォード あすなろ書房 

シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル 岩波書店 

３類 社会     

動物園でそうじの仕事   埼玉福祉会 

クッキーづくりの仕事   埼玉福祉会 

難民になったねこクンクーシュ マイン・ヴェンチューラ かもがわ出版 

４類 自然科学     

石の卵 山田英春 福音館書店 

石はなにからできている 西村寿雄 岩崎書店 

しでむし 舘野鴻 偕成社 

ぎふちょう 舘野鴻 偕成社 

つちはんみょう 舘野鴻 偕成社 

どんぐりかいぎ こうやすすむ 福音館書店 

おーい、ふじさん！ 大山行男 クレヴィス 

さとやまさん 工藤直子 アリス館 

みずってなんじゃ かこさとし 小峰書店 

アリになった数学者 森田真生 福音館書店 

５類 技術     

パンのずかん 大森裕子 白泉社 

きりみ 長島佑成 河出書房新社 

地下鉄のできるまで かこさとし 福音館書店 

７類 芸術     

ぼくのつくりかた たけうちちひろ 出版ワークス 



ぼくのさがしもの たけうちちひろ 出版ワークス 

木をかこう ブルーノ・ムナーリ 至光社 

太陽をかこう ブルーノ・ムナーリ 至光社 

９類 文学     

いいたいことがあります！ 魚住直子 偕成社 

空色勾玉 荻原規子 徳間書店 

白鳥異伝 上 荻原規子 徳間書店 

薄紅天女 荻原規子 徳間書店 

世界一のランナー エリザベス・レアード 評論社 

すてきなルーちゃん たかどのほうこ 偕成社 

子ども食堂かみふうせん 齋藤飛鳥 国土社 

さよなら、おばけ団地 藤重ヒカル 福音館書店 

ハートウッドホテルねずみのモナと秘密のドア ケイリー・ジョージ 童心社 

プーカの谷 渡辺洋子編・訳 こぐま社 

こだぬきコロッケ ななもりさちこ こぐま社 

わすれものの森 岡田淳 BL出版 

鉄道きょうだい E・ネズビット 教文館 

Ｅ 絵本     

わたしたちだけのときは デイヴィット・アレキサンダー・ロバートソン 岩波書店 

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ PHP研究所 

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社 

みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ アリス館 

１４ひきのひっこし いわむらかずお 童心社 

１４ひきのあさごはん いわむらかずお 童心社 

１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお 童心社 

１４ひきのぴくにっく いわむらかずお 童心社 

１４ひきのあきまつり いわむらかずお 童心社 

１４ひきのとんぼいけ いわむらかずお 童心社 

１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお 童心社 

１４ひきのもちつき いわむらかずお 童心社 

藤吉じいとイノシシ 椋鳩十 理論社 

かたあしの母すずめ 椋鳩十 理論社 

ひとりぼっちのつる 椋鳩十 理論社 

かようびのよる デヴィット・ウィ―ズナ― 徳間書店 

ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ サウザンブックス 



はくぶつかんのよる イザベル・シムレール 岩波書店 

だるまちゃんとてんぐちゃん かこさとし 福音館書店 

だるまちゃんとかみなりちゃん かこさとし 福音館書店 

だるまちゃんとだいこくちゃん かこさとし 福音館書店 

だるまちゃんとうさぎちゃん かこさとし 福音館書店 

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ 福音館書店 

どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 

オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ マイクロマガジン社 

 

はまなす文庫第 3期 
2020年 3月（59

冊） 
 

１類 哲学     

ともだちってどんなひと 赤木かん子 埼玉福祉会 

２類 歴史     

名字ずかん 森岡浩監修 ほるぷ出版 

リヤカーマンって知ってるかい？ 永瀬忠志 少年写真新聞社 

世界をうごかした科学者たち 生物   ほるぷ出版 

世界をうごかした科学者たち 天文   ほるぷ出版 

３類 社会     

窓をひろげて考えよう 下村健一 かもがわ出版 

てんじつきさわるえほん ぐりとぐら なかがわえりこ 福音館書店 

てんじつきさわるえほん しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん こぐま社 

みんなたいせつ 東菜奈 岩崎書店 

世界のあいさつ 長新太 福音館書店 

オフィスで事務の仕事   埼玉福祉会 

いちごを育てる仕事   埼玉福祉会 

カフェの仕事   埼玉福祉会 

うちに帰りたくないとき読む本 川崎二三彦 少年写真新聞社 

４類 自然科学     

なぜこうなった？あの絶景のひみつ 増田明代 講談社 

虹の図鑑   緑書房 

セミをさがしたなつやすみ 吉川蒼都 KADOKAWA 

やさいの花 埴沙萠 ポプラ社 

たねのずかん 高森登志夫 福音館書店 



地面の下の生きもの 松岡達英 福音館書店 

なく虫ずかん 松岡達英 福音館書店 

とりになったきょうりゅうのはなし 大島英太郎 福音館書店 

寿命図鑑 やまぐちかおり いろは出版 

ロウソクの科学（角川つばさ文庫） ファラデー 原作 角川書店 

５類 技術     

はらぺこゾウのうんち 藤原幸一 偕成社」 

ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原幸一 アリス館 

えんとつと北極のシロクマ 藤原幸一 ポプラ社 

文房具のひみつ箱   六曜社 

６類 産業     

大根はエライ 久住昌之 福音館書店 

おかあさんのそばがすき 今西乃子 金の星社 

20本の木のノート いわさゆうこ 文化出版局 

木の実ノート いわさゆうこ 文化出版局 

まつぼっくりノート いわさゆうこ 文化出版局 

９類 文学     

二年二組のたからばこ 山本悦子 童心社 

八月のひかり 中島信子 汐文社 

ベッツィ・メイとこいぬ イーニッド・ブライトン 岩波書店 

ベッツィ・メイとにんぎょう イーニッド・ブライトン 岩波書店 

ポンちゃんはお金もち たかどのほうこ こぐま社 

たらふくまんま 馬場のぼる こぐま社 

にわとり城 松野正子 こぐま社 

ちびおにビッキ 砂山恵美子 こぐま社 

小さな赤いめんどり アリソン・アトリー こぐま社 

千びきのおおかみ 筒井悦子 こぐま社 

カテリネッラとおにのフライパン 剣持弘子 こぐま社 

きっちり・しーとるさん おのりえん こぐま社 

ハートウッドホテル２ねずみのモナと最高のおくりもの ケイリー・ジョージ 童心社 

ハートウッドホテル３ねずみのモナとはじめてのジェラシー ケイリー・ジョージ 童心社 

Ｅ 絵本     

ぼくだけのこと スギヤマカナヨ 理論社 

いのちのまつり 草場一壽 サンマーク出版 

いのちのまつり つながってる 草場一壽 サンマーク出版 



オムライス ヘイ！ 武田美穂 ほるぷ出版 

ハンバーグ ハンバーグ 武田美穂 ほるぷ出版 

わたしのおべんとう スギヤマカナヨ アリス館 

ぼくのおべんとう スギヤマカナヨ アリス館 

うしはどこでもモ～ ワインスティ－ン 鈴木出版 

おいしそうなしろくま 柴田ケイコ PHP研究所 

戦争・平和     

地雷をふんだゾウ 藤原幸一 岩崎書店 

二番目の悪者 林木林 ちいさい書房 

わたしの平和 アリ・ウィンター かもがわ出版 

 

 


