


おすすめ50選リスト　本のある暮らし＊読書でつながる心　

秋田県では、大人も子どもも読書が好きで、読書によって仲間づく
りができる「日本一の読書県」をめざして取組を進めています。

「家族で読書運動」では、読書習慣を身につけることや、時には
家族で同じ本を読み合うなど、本や読書を取り入れたライフスタイルを
提案することにより、読書の楽しさを広げ、家族のコミュニケーションを
深めてもらうことをねらいとしています。

おすすめ50選では、子どものからだの状態に合わせて食事を考
えるように、子どもの成長の度合いに合わせて本を手渡せるように内容
を吟味してあります。ぜひ、ご家族で手に取って読んでみてください。
大人の読書案内としても活用できるリストです。

女性や子育て世代、働き盛りの世代では、読書時間の確
保がむずかしいことが県民意識調査から明らかになっています。自分の
読書時間は持てなくても、子どもへの絵本の読み聞かせをがんばってい
るお母さんやお父さんはいらっしゃるでしょう。その時間は大人が本と
ふれあう時間でもあります。子どもと一緒に本の世界を楽しみましょう。
また、働き盛りの世代の職場に企業内文庫の設置を進めて、気軽に本が手
に取れる環境づくりに努め、大人の読書もサポートしていきます。

11月1日は県民読書の日
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リストの見方



小さな頃に胸おどらせあこがれたスーパーヒーローの
ように、自分の子どもにとってヒーローでありたいと
願うお父さん。一生懸命でまじめで、でもちょっとドジ
なお父さんの気持ちがいっぱい詰まっています。

病気の母のために兄弟が、やまなしをもぎに行きます。兄
２人は道を教えてくれるばあさまの言うことを聞かず、沼
の主に飲み込まれてしまいます。優しく素直な三郎は・・・。
岩手の民話を山の自然そのままの絵と共に表現していま
す。

食べると　いっぱいに果汁が広がるみかん。そのみかん
をいろいろな方法で観察、紹介しています。読めば美味し
いみかんができる秘密もわかるかも!?身近なみかんにも
っと詳しくなれる写真絵本です。

今日こそはクワガタをつかまえるんだ！と山に向かっ
て走る少年。まっ青な空、白い雲、セミの声、そして緑の
草のにおい。どのページからも夏があふれ出てきます。
忘れられないあの夏の日の思い出に出会える本です。

おかあさんが言うことと反対なことばかりするかえる。そ
のおかあさんがえるが死んでしまうと・・・。美しい東洋画
の挿絵と最後に書かれているハングル文字の原文も味わ
いがあります。

ごはんをたべる動物たちを写真で紹介しています。食べ
やすくて、からだに良くて、楽しい！飼育係の愛情たっぷり
のごはんを、絵本と一緒に子どもも想像しながら噛みし
め、味わいます。大人にも楽しいミニ知識つき。

おとうさんは
ウルトラマン
みやにしたつや　作・絵
学研/１，１７０円＋税

やまなしもぎ
平野直　再話
平田大八　画
福音館書店/１，２００円＋税

みかんのひみつ
鈴木伸一　監修
岩間史朗　写真
ひさかたチャイルド
/１，０００円＋税

なつのいちにち
はたこうしろう　作
偕成社/１，０００円＋税

あまのじゃくな
かえる
イ・サンペ　文
キム・ドンソン　絵
かみやにじ　訳
少年写真新聞社
/１，５００円＋税

もぐもぐ
どうぶつえん
なかのひろみ　文・構成
福田豊文　写真
ひさかたチャイルド
/１，３００円＋税

きみのヒーローでありたい！

冒険心をくすぐる昔話絵本

これを読んでみかん博士になろう！

あの夏の日の思い出をにぎりしめる

心がゆさぶられるストーリー

動物園ならではの工夫がいっぱい

★見出しコメントの色はジャンルを表しています。

大きすぎて切り捨てられたツリーの先っぽが、別の家
では大きすぎるツリーのプレゼントに。この繰り返し
でみんなの家に大小さまざまな素敵なツリーが飾られ
て、どの家でも楽しいクリスマスをむかえます。

おじいさんとおばあさんの登場から始まる昔話ですが、
日本のお話とはちょっと違います。悪い王様の策略や攻
撃を、９人の兄弟が交代でくぐり抜ける痛快さを味わえま
す。兄弟９人のへんてこりんな名前の謎も解けてすっき
り！

仲良しの二人が学校に通うようになると、ライギョくんに
は「給食の食べ方」タナゴくんには「かくれんぼの仕方」の
時間割が！楽しそうな授業内容とユーモアあふれる挿絵
から、弱肉強食の世界での共存をやさしく教えてくれます。

夏休み、トミーは旅行中のご近所の鉢植えを「部屋の中
がジャングル」になるくらいたくさん預かって世話に
打ち込みます。嬉しそうなトミーとは対照的なお父さ
ん、お母さんの表情が最後のページでパッと輝きます。
淡い色調の絵も魅力。

お母さんねずみと４匹の子ねずみの話。３匹はおとなしく
て、しずかな子。末の子ねずみは大声でやかましいから
“ヤカちゃん”。長めの物語絵本ですが、魅力ある挿絵で、
子どもも大人も楽しめる時間になるでしょう。

おおきいツリー
ちいさいツリー
ロバート・バリー　作
光吉夏弥　訳
大日本図書/１，３００円＋税

王さまと九人の
きょうだい
君島久子　訳
赤羽末吉　絵
岩波書店/１，２００円＋税

ライギョの
きゅうしょく
阿部夏丸　作
村上康成　絵
講談社/１，１００円＋税

はちうえは
ぼくにまかせて
ジーン・ジオン　作
マーガレット・ブロイ・グレアム　絵
森比左志　訳
ペンギン社/１，２００円＋税

番ねずみの
ヤカちゃん
リチャード・ウィルバー　作
大社玲子　絵
松岡享子　訳
福音館書店/１，300円＋税

ツリーのプレゼントでみんな幸せ！

９人の兄弟の個性が輝く！

絵本を卒業し、読み物に移行したくなったら

子どもにも人の役に立つことの喜びを

子どもと一緒に声に出して読みたい

絵本　　　　読み物　　　　詩や俳句、言葉遊びの本　　　　社会や科学が分かる本2 3

王様との対決場面が９回もあるので、
子どもは飽きません。
「自分にもこんな力があったら」と
想像しては楽しんでいるようでした。



世界中の国に住むたくさんの子どもたちが歯が抜けた
ときどうするかを紹介しています。その言い伝えや風
習、おまじないは本当にさまざま。もちろん日本の昔か
らの方法ものっていますよ。

マイナス50度の寒い寒い南極の冬。その中でコウテイペ
ンギンの夫婦は、命をかけてたった一つの卵を守って育
てます。柔らかなタッチと黒を基調とした絵が、お父さん
お母さんのやさしさと命の重さを伝える絵本です。

おなじみの「生麦生米生卵」に始まり、ページをめくる度
に、早口言葉の挑戦が待っています。大きな声で唱えて読
んだ後は、古き良き時代の日本の結婚式をのんびり味わ
いましょう。全く違うスピード感で、２通りに楽しめる絵本。

『３びきのこぶた』のパロディ絵本です。かわいくてやさし
いオオカミの兄弟が、凶暴なおおブタに家をこわされ続
け、はらはらドキドキします。でも最後におおブタの心を
意外なある物が静めてくれ、みんな幸せな気分に。

はがぬけたら
どうするの？
せかいのこどもたちのはなし
セルビー・ビーラー　文
ブライアン・カラス　絵
こだまともこ　訳
フレーベル館/1,400円＋税

とうさんの
あしのうえで
いもとようこ　作・絵
講談社/１，5００円＋税

生麦生米生卵
長谷川義史　作
齋藤孝　編
ほるぷ出版/１，2００円＋税

３びきの
かわいいオオカミ
ユージーン・トリビザス　文
ヘレン・オクセンバリー　絵
こだまともこ　訳
冨山房/１，4００円＋税

歯が抜けそうなあなた！必見

命をかけて子どもを守る

すらすら読み終えたら、思わずガッツポーズ

意外な結末で、みんな幸せに！

★見出しコメントの色はジャンルを表しています。

「しげる」という名前の女の子の大きな悩みは自分の名
前。漢字からも男の子と間違われ、子ども同士でもから
かいの対象に。名前を変えたいと「しげちゃん」に泣い
てうったえられたお母さんは、その悩みをどう解決す
るでしょうか。

体が小山ほどもある八郎は、大波で田畑を流されて泣く
農民たちのために、荒れ狂う海に向かってゆきます。自分
を犠牲にした八郎のやさしさに胸をうたれます。何よりも、
秋田弁による語りがうれしい絵本です。

落語でよく知られたお話です。かわいい子どもに、めでた
くて長生きで、ありがたい言葉をいくつもつなげて、長い
長い名前をつけたのは良いのですが、呼ぶのが大変。笑
いながらも、親の愛を感じるお話です。

どんぐりの「ケーキ」は、大好きなコウくんといつも一
緒でしたが、ある日カバンの中から落っこちてしまい
ました。迷子のどんぐり「ケーキ」は、もうコウくんに会
えないのでしょうか？いいえ、思いもかけない再会が
待っていたのです。

しげちゃん
室井滋　作
長谷川義史　絵
金の星社/1,300円＋税

八郎
斎藤隆介　作
滝平二郎　画
福音館書店/１，２００円＋税

じゅげむ
川端誠　作
クレヨンハウス
/１，2００円＋税

まいごの
どんぐり
松成真理子　作
童心社/１，3００円＋税

一番幸せになれそうな名前なんだよ

胸をうたれる、八郎のやさしさ

長い長い名前には親の愛がいっぱい

見守っていてくれる優しさにうれしくなる

絵本　　　　読み物　　　　詩や俳句、言葉遊びの本　　　　社会や科学が分かる本4 5

見過ごしがちな足もとの草の名前を調べてみよう！まる
い葉、さんかくの葉、げじげじの葉など、葉っぱの形を観
察していくと、いつの間にか草の名前にたどり着きます。
絵も詳しくて、見ていて楽しい図鑑です。

草の名前が
葉っぱでわかる
近田文弘　文
おくやまひさし
かわうちやよい　絵
大日本図書/1,333円＋税

この草の名前は何かな？

子どものころ落語を聞いて、一生懸
命「じゅげむ」を暗記しました。今
でも頭の中から「じゅげむ」が湧き
出してきます。

あなたは歯が抜けたらどうします
か？この本を読むとついつい聞きた
くなってしまいます。面白い方法を
聞けるかもしれませんよ。

全ページすらすら言い切って大人の
力を見せようとしたものの、子ども
の方が上手で、立場逆転！子どもに
負けるのもいいものです。



ご飯を食べてぐっすり眠る、友だちと一緒に勉強した
り遊んだりする。こんな当たり前な日常も平和だから
こそ。戦争のない、一人ひとりが大切にされる世界にす
るために、平和についてじっくり考えることが出来る
絵本です。

かしこくて、だれにでもやさしい年老いたアナグマが亡く
なり、仲間の動物たちがそれぞれに思い出を語るお話で
す。この本を家族で読んで、友情、生きる事、老いる事を語
り合ってみませんか。

人間はたくさんの命を食べて生きています。食肉センター
に勤める坂本さんは、牛のみいちゃんと一緒に育った女
の子の涙を見て、「命を解いて」お肉にする仕事が嫌にな
ります。命の重さや仕事の意味を考えることでちょっと大
人に。

小石を“地球のたね”と表現した子どもがいましたが、美
しい石は子どもの宝物。素敵な赤い小石を見つけたロバ
の子シルベスターは、小石の魔法で岩に変身してしまい
ます。お父さん、お母さんはわが子を見つけることができ
るでしょうか。

へいわって
どんなこと？
浜田桂子　作
童心社/1,500円＋税

わすれられない
おくりもの
スーザン・バーレイ　作・絵
小川仁央　訳
評論社/1,200円＋税

絵本　

いのちをいただく
みいちゃんがお肉になる日

坂本義喜　原案
内田美智子　作
魚戸おさむとゆかいななかまたち　絵
講談社/１，4００円＋税

ロバの
シルベスターと
まほうの小石
ウィリアム・スタイグ　作
せたていじ　訳
評論社/1,300円＋税

みんなの平和で世界はつながる

生き方を静かに語りかける

「いただきます」の意味が分かる

“素敵な赤い小石”を探したくなる

★見出しコメントの色はジャンルを表しています。

四季折々、いろいろな景色をみせてくれる田んぼ。その
田んぼの１年を１ヵ月ごとに紹介しています。田んぼ
での仕事や暮らしぶり、稲の成長、集まってくるたくさ
んの生き物たち等、見どころいっぱいの絵本です。

しろねことくろねこの間に生まれたあかねこは一匹だけ
赤く、みんなが赤い色を認めてくれないので、ついに家を
出てしまいます。自分らしく生きることが苦しいときでも
あきらめなかったあかねこに、やがて温かくてユーモラス
な結末が訪れます。

いばりんぼでおこりんぼでケチ、でもほめると上機嫌にな
るかあちゃん。そんなかあちゃんの扱い方の名人になれ
ば何でも思い通りになると考えた哲哉は、かあちゃんの
「トリセツ」を作ることにしたのです。

美容師、新幹線運転士、パティシエなどの９つの「しご
とば」をとてもこまかく紹介していて、まるでその現場
に立った気分になれます。使う道具や仕事の流れの説
明もあり、その仕事をまるごと見ることができます。

田んぼの一年
向田智也　作
小学館/1,400円＋税

わたしは
あかねこ
サトシン　作
西村敏雄　絵
文溪堂/１，3００円＋税

かあちゃん
取扱説明書
いとうみく　作
佐藤真紀子　絵
童心社/１，2００円＋税

しごとば
鈴木のりたけ　作
ブロンズ新社/１，7００円＋税

米どころ秋田の田んぼの一年と比べてみよう

自分らしい生き方を考えさせられる

家族でクスクス、ゲラゲラ、ちょっぴりホロリ

仕事道具のイラストにわくわく！

絵本　　　　読み物　　　　詩や俳句、言葉遊びの本　　　　社会や科学が分かる本6 7

世界中で読み継がれてきたイソップのお話を“いまいあや
の”の絵と文で楽しんでください。繊細でストーリー性の
ある絵は世界中で高く評価されています。絵本は時に美
術館になります。

イソップ物語
いまいあやの　文・絵
ＢＬ出版/1,500円＋税

イソップ物語から13話をセレクト

「友達ってどんな人？」「友達と何をする？」「友達とけんか
したら？」といった友達ルールを、やさしい言葉とあった
かい絵が教えてくれます。読み終えると、地球上のみんな
と仲良くなれそうな気持ちにさせてくれます。

ともだち
谷川俊太郎　文
和田誠　絵
玉川大学出版部
/1,200円＋税

「ともだち」の意味が深まる、広がる

本を読むのが苦手な子どもでも、集
中して一気に読んでしまうほどでし
た。家族みんなが順番に読んでほし
い一冊です。

「人目もはばからず大泣きしました。
いただいた命への感謝と、この物語
に似て、父の職業を恥じていたこと
への後悔の涙でした。」大学生の我
が子の感想です。



夢に出てきた白い木箱の中には、キツネのしっぽが・・・
とびまわるアブが示す暗号とは・・・?!へんてこ横丁の
ムジナ探偵とおしかけ助手の少年源太が、不思議でへ
んてこな事件の謎解きにいどみます。

段ボールに入れられ、捨てられていた目の不自由な子犬。
小さな命を救いたい！子どもたちの思いは周りの大人を
動かし、動物を飼ってはならないという団地のルールを
乗り越えていきます。団地犬ダンは実際にあったお話です。

ピーマン、玉ねぎ、塩むすび・・・小さなコックが腕をふるう
俳句のレストランに季節を感じる食べ物の俳句が14句。
イラストも俳句の味わいをさらに広げ、俳句がグッと身近
になります。

いろいろな形の雪の結晶を紹介する写真絵本。自然の条
件によってさまざまな形を見せる雪の結晶の神秘に迫り
ます。繊細な雪の結晶は見ごたえがあり、家族で楽しめま
す。

ムジナ探偵局
富安陽子　作
おかべりか　画
童心社/1,100円＋税

目の見えない犬
ダン
大西伝一郎　文
山口みねやす　絵
学研/1,200円＋税

てのひらの味
食べ物の俳句
村井康司　編
とくだみちよ　絵
岩崎書店/１，4００円＋税

雪の結晶
ノート
マーク・カッシーノ
ジョン・ネルソン　作
千葉茂樹　訳
あすなろ書房/1,200円＋税

ふしぎ事件を楽しく推理

子どもたちの優しさが大人の心を動かす

俳句のレストランへようこそ

家族で観察したくなる

★見出しコメントの色はジャンルを表しています。

全国を飛び回り桜の手入れや手当て、調査をする「桜
守」。桜は「守り」が必要で、花の咲く時季よりも花が散
りまた春をむかえるまでが大切だそうです。桜と人間
とのかかわりは親と子とのかかわりにも似ている気が
します。

地球ができてから、現在までの生命の歴史を細やかに描
いている絵本。三葉虫・藻類から進化を続けてきて、私た
ちの世界に繋がっていること、そして、これからの自身の
物語もその流れに加わっていくんだということを実感で
きます。

こわれてしまった大切な植物図鑑を直してもらおうと、ソ
フィーは製本職人ルリユールおじさんの所へ行きます。お
じさんは、バラバラになったソフィーの本を、世界でただ
一冊の美しい本に仕上げてくれました。

アネハヅルの群れがキツネにおそわれて一羽が犠牲に
なったのは、クルルのせいになってしまいました。孤立
し、だんだん弱ってとうとう飛べなくなったクルルは
このまま死んでしまうのでしょうか・・・。仲間や友達に
ついて考えさせられます。

桜守のはなし
佐野藤右衛門　作
講談社/1,500円＋税

せいめいの
れきし　改訂版
バージニア・リー・バートン　
文・絵
いしいももこ　訳
まなべまこと　監修
岩波書店/１，7００円＋税

ルリユール
おじさん
いせひでこ　作
講談社/１，6００円＋税

風切る翼
木村裕一　作
黒田征太郎　絵
講談社/1,500円＋税

美しい花を咲かせるためには

つながる「いのち」を考える

本好きのあなたへ

こんなとき、あなたなら…

絵本　　　　読み物　　　　詩や俳句、言葉遊びの本　　　　社会や科学が分かる本8 9

盗まれたおばあさんの大切なコーヒーひきを取り返そう
と、二人の少年が大どろぼうと大魔法使いを相手に大活
躍します。ユーモラスなキャラクター設定とテンポのよい
展開で、一気に読み切ってしまう面白さがあります。

大どろぼう
ホッツェンプロッツ
プロイスラー　作
中村浩三　訳
偕成社/1,000円＋税

ハラハラ・ドキドキがいっぱい

大好きな本への思いと製本職人の誇
りがしっとりと伝わってきて、自分
にとってのかけがえのない「一冊」
に出会いたくなります。

五・七・五のリズムに乗って、おい
しい俳句がたくさん。思わず口ずさ
んでしまいそうです。

何度読み返しても、そのたびに発見
があります。子どもだけでなくお父
さんも大好きになり、親子で楽しん
だ一冊です。



1974年８月７日、完成間近の世界貿易センタービルの
間にロープを張り、地上400メートルで綱渡りをした
男がいます。男の名はフィリップ・プティ。ページいっ
ぱいに生き生きと描かれた迫力ある絵に引き込まれま
す。

レモン色の月が大好きなワニの子が、毎日月の光を浴び
ているうちに、レモン色のからだになってしまう・・・何だ
か不思議なお話やちょっと変わった昔話、ふんわりやさし
いお話などファンタジックな15編のお話集です。

ライオンは「てつがく」が気に入っていて、それが何かは分
からないけれど、座り方を工夫したり首を伸ばしてみたり
して、「てつがく」をやってみます。表題作を含む工藤直子
の心温まる作品集。　

大金を払って購入した何でもできるロボットを連れて離
れ島の別荘に出かけたエヌ氏。最初はまじめに働いてい
たロボットが、やがて様子がおかしくなってきて……。博
士の不思議な発明がいろいろな騒動を巻き起こします。

サンマやイワシ、アジ、サバ。身近な魚だからこそ、意外に
知らないこともあるような気がします。この本は、そんな
魚たちと日本人とのかかわりや、魚たちが海の中で生き
るための知恵について、くわしく丁寧に教えてくれます。

綱渡りの男
モーディカイ・ガースティン　作
川本三郎　訳
小峰書店/１，600円＋税

わらいうさぎ
今江祥智　作
和田誠　絵
理論社/１，２００円＋税

てつがくの
ライオン
工藤直子　作
佐野洋子　絵
理論社/１，650円＋税

きまぐれ
ロボット
星新一　作
株式会社KADOKAWA
/380円＋税

身近な魚の
ものがたり
小泉光久　文
高山ケンタ　絵
東京海洋大学教授　河野博　監修
くもん出版/1,300円＋税

地上400メートルの「自由」

「ふしぎワールド」へようこそ！

いい味出してる「てつがく」らいおん

読みやすいショートショートが36編

魚博士になろう！

★見出しコメントの色はジャンルを表しています。

病院の待合室で名前を呼ばれたあとどうする？親に怒
られて心が苦しいときどうする？主人公のまきちゃん
（小学生）と一緒に、困ったときやどうしていいか分か
らないときのヒントを楽しく学ぶことができます。

５年生のヒロカは「パンプキン爆弾」という模擬原爆に興
味をもち、夏休みの自由研究で調べることにします。やや
こしく思ったりモヤモヤしたりしながらも自分なりにまと
めた研究は、どんなものになったのでしょう。

主人公の翔太は東京に住むごく普通の５年生。祖父の故
郷である秋田で夏休みを過ごすことになります。祖父の
姉のお波さん、アメリカ育ちのはとこ、雄大な大自然。さ
まざまな出会いを通し成長する翔太の夏を描いた物語で
す。

東日本大震災で、釜石小学校の子どもたちは冷静な判
断と行動で大津波を生き延び、周りの多くの命を助け
ました。あの日、子どもたちはどう考え、行動したので
しょう。証言をもとにした再現アニメーションが本に
なりました。

船が難破して孤島に打ち上げられた少年たちが、さまざ
まな困難を克服し、力を合わせて島での生活を築きあげ
ていくというフランスの冒険小説。『十五少年漂流記』と
いう題名で読み継がれてきました。

こういうとき
どうするんだっけ
辰巳渚　著者
朝倉世界一　まんが
毎日新聞出版
/１，３００円＋税

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/１，２００円＋税

鳥海山の
空の上から
三輪裕子　作
佐藤真紀子　絵
小峰書店/１，500円＋税

アニメ版
釜石の 奇跡”
NHKスペシャル取材班　作
新日本出版社
/１，4００円＋税

二年間の休暇
上・下
ジュール・ヴェルヌ　作
大友徳明　訳
偕成社/各700円＋税

楽しく学べる「自立の教科書」

「模擬原爆」とは？

どっしりそびえる鳥海山の景色が想像できる

「釜石の奇跡」は努力が結晶したもの

無人島に流れ着いた少年たちの運命は？
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武装勢力の銃撃で重傷を負いつつも奇跡的に命を取り
留め、平和と教育を受ける権利を世界中に訴え続ける
一人の少女。史上最年少でノーベル平和賞を受賞した
マララさんの、まっすぐで力強いメッセージが心に響
きます。

マララ
教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女

マララ・ユスフザイ
パトリシア・マコーミック　著
道傳愛子　訳
岩崎書店/1,700円＋税

力強いメッセージ

”中盤、絵が見開きになるあたりから､
どんどん引き込まれていきます。読
んだ後、これは実話だと話すととて
も驚いていました。
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すすめよう！「家族で読書」

●みんなで読もう●
・家族で同じ本を読んだり、感じたことや考えたことを話し合う。
・家族の読書day（デー）や読書time（タイム）を決めてみる。

●本と出会おう●
・家族におすすめの本を紹介したり読んで聞かせたりしてみる。
・図書館や書店に家族でいっしょに行ってみる。

●本となかよしになろう●
・家族が集まる場所に、いつも本を置いてみる。
・家族で好きな本やお気に入りの本を見つける。

「家族で読書」推奨図書選考委員

※本については、書店または県立・各市町村立図書館等にお問合せください。

 石田　裕子 横手市立十文字図書館　司書
 大友　　立 能代市立図書館　館長
 舘岡　江里 秋田県教育庁生涯学習課　指導主事
 谷　　京子 歌とおはなしの「グループかぜ」　主宰
 田丸　美穂 秋田県子ども読書支援センター　司書（県立図書館内）
 畑　　朋幸 秋田県教育庁義務教育課　指導主事
 間杉　素子 潟上市立天王小学校　学校サポーター（図書担当）

氏　名 所　　　　　　　　　属
（50音順）

（所属は選考時）

◇秋田県内図書館・図書室等一覧◇

●秋田県立図書館 018-866-8400
●秋田県立図書館分館
　あきた文学資料館 018-884-7760

●鹿角市立花輪図書館 0186-23-4471
●鹿角市立立山文庫継承
　十和田図書館 0186-35-3239

●小坂町立小坂図書館 0186-29-2207

●大館市立中央図書館 0186-42-2525
●大館市立花矢図書館 0186-46-1557
●大館市立田代図書館 0186-43-7127
●大館市立比内図書館 0186-43-7142

●北秋田市鷹巣図書館 0186-62-3311
●北秋田市森吉図書館 0186-72-3192
●北秋田市阿仁公民館 0186-82-2220
●北秋田市合川公民館 0186-78-2114

●上小阿仁村立図書館 0186-60-9000

●能代市立図書館 0185-54-1114
●能代市二ツ井公民館 0185-73-2590

●三種町琴丘公民館 0185-87-3232
●三種町山本公民館 0185-83-2354
●三種町八竜公民館 0185-85-2177

●八峰町文化交流センター 0185-77-3700
●八峰町峰浜地区
　　文化交流センター 0185-76-2323

●藤里町三世代交流館 0185-79-1327

●秋田市立中央図書館明徳館 018-832-9220
●秋田市立中央図書館明徳館文庫
　（フォンテ文庫） 018-893-6167
●秋田市立中央図書館明徳館
　河辺分館 018-881-1202
●秋田市立土崎図書館 018-845-0572
●秋田市立新屋図書館 018-828-4215
●秋田市立雄和図書館 018-886-2853
●ふれあい交流館かわべ 018-882-2120

●男鹿市立図書館 0185-23-2552
●若美公民館 0185-46-4109

●五城目町中央公民館 018-852-4411

●八郎潟町立図書館 018-827-5601

●潟上市図書館 018-878-6688
●潟上市図書館　昭和分館 018-877-7305
●潟上市図書館　飯田川分館 018-877-6744

●井川町公民館 018-874-4422

●大潟村公民館 0185-45-2611

●由利本荘市中央図書館 0184-22-4900
●由利本荘市岩城図書館 0184-73-3673
●由利本荘市由利図書館 0184-53-2121
●由利本荘市矢島公民館 0184-56-2203
●由利本荘市西目公民館 0184-33-2315
●由利本荘市鳥海公民館 0184-57-2881
●由利本荘市東由利公民館 0184-69-2311
●出羽伝承館 0184-62-0505

●にかほ市立図書館こぴあ 0184-32-4100
●にかほ市立図書館　仁賀保分館 0184-35-4711
●にかほ市立図書館　象潟分館 0184-43-2229

●大仙市立大曲図書館 0187-62-1012
●大仙市立協和図書館 018-892-3830
●大仙市立西仙北図書館 0187-75-0099
●大仙市立神岡図書館 0187-72-2501
●大仙市立仙北図書館 0187-69-3334
●大仙市立南外図書館 0187-74-2130
●大仙市立太田図書館 0187-88-1119
●大仙市立中仙図書館 0187-56-7200

●美郷町学友館 0187-84-4040

●仙北市総合情報センター・
　　学習資料館（類似施設） 0187-43-3333
●仙北市立田沢湖図書館 0187-43-1307
●仙北市西木公民館 0187-47-3100

●横手市立横手図書館 0182-32-2662
●横手市立増田図書館 0182-45-5559
●横手市立平鹿図書館 0182-24-3281
●横手市立雄物川図書館 0182-22-2300
●横手市立大森図書館 0182-56-4180
●横手市立十文字図書館 0182-42-1345
●横手市立山内公民館図書室 0182-53-2187
●横手市立大雄公民館図書室 0182-52-3907

●湯沢市立湯沢図書館 0183-73-3040
●湯沢市立雄勝図書館 0183-52-5387
●湯沢市稲川カルチャーセンター 0183-78-5557

●羽後町立図書館 0183-62-2205

●東成瀬公民館 0182-38-8711




