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は し が き 
 

 

体はもちろん、心も健やかに成長していく子どもたちは、本と 

の出会いによって、豊かな精神を育み、世界を広げ、時には人生 

に深い影響を受けることさえあります。そして、読書の楽しみを

知り、読書習慣を身に付けることは、一生の財産ともなります。 

 名古屋市児童図書選定協議会では、名古屋市の子どもたちにふ

さわしい本を提供する一助となるように、学校・幼稚園の教師、

図書館の司書、有識者等で本の選定を行い、毎月、速報や名古屋

市図書館ホームページで紹介しています。 

 この「選定児童図書目録」は、本市の小・中学生のために、こ

の 1 年間に選定された図書を目録としてまとめたものです。この

目録が有効に活用され、すべての子どもたちが読書を通して、新

しい知識を得て、人生を豊かにし、生きる力を育んでいけるよう

願っています。 

 最後に、名古屋市教育委員会並びに名古屋市鶴舞中央図書館の

格別なお力添えと、児童図書選定委員の方々のご努力に心より感

謝申し上げます。 

 

平成 21 年３月               

               名古屋市児童図書選定協議会長 

               名古屋市立老松小学校長 

                                 青木  茂樹
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凡   例 

 

１．この目録は名古屋市児童図書選定協議会（事務局・名古屋市鶴舞中央図書館内）

が、平成 20 年１月から 12 月までの１年間に選定会を 11 回開催して、本市の小・中

学生のために選定した図書をまとめたものです。 

２．選定図書の総点数は 94 点です。まず日本十進分類法（９版）の分類に従って（但

し絵本は５で後述するように別置記号を使用しています）、全体をＡ．絵本・９類、

Ｂ．０～８類の２グループに分け、それぞれの図書に選定委員による簡単な内容紹

介、書評を付しました。グループ内の配列は以下の通りです。 

  Ａ．絵本・９類の図書は、まず読者対象順（幼年むき、小学校低学年むき、小学

校中学年むき、小学校高学年むき、中学生むきの順）に配列しました。同一対象内

では、絵本、日本文学、海外文学の順に配列しました。同一分類記号内では書名が

五十音順となっています。 

  なお対象が２段階以上にわたる図書（例えば小学校低・中学年むき）については、

もっとも低い段階の対象（上の例では小学校低学年むき）に配置しましたので、ご

注意下さい。 

  Ｂ．０～８類の図書は、 日本十進分類法（９版）による分類記号順に配列しまし

た。同一分類記号内では、書名が五十音順となっています。 

３．選定図書は、原則以下の通りに記載しました。但しスペースの関係上、一部表記

が異なるところがあります。また、表記の煩雑さを避けるため、副書名や叢書名な

どは、特に必要と思われる場合にのみ付加しています。 

書名 副書名・巻書名〔版表記〕（叢書名）

編著訳者、およびさし絵画家名 

 出版社名 本体価格 

 ISBN                    分類記号

               読者対象

４．分類記号は３ケタとします。但し絵本は「え」の記号を使用しました。 

５．読者対象の略号は次の通りです。 

  幼年     幼年むき 

  小低     小学校低学年むき 

  小中     小学校中学年むき 

  小高     小学校高学年むき 

  中学     中学生むき 

  一般     一般家庭むき 

  小図     小学校図書館で備えるとよい本 

  中図     中学校図書館で備えるとよい本 

６．本体価格は選定時のものによっています。その後変更がある場合もございますの

で、御了承ください。 
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Ａ 絵本、９類 

幼年むき 

 

かえるをのんだととさん 日本の昔話 
日野十成／再話 斎藤隆夫／絵 

 福音館書店 \800 

 978-4-8340-2305-3          え 

         幼年  小低 一般 小図

腹が痛くなったととさんが、和尚さんに相談す

る。「虫がいるから蛙を飲むといい」と和尚さ

んに言われるまま、ととさんは、蛙を飲み込み、

蛇を飲み込み、雉を飲み込み…。奇想天外な話

の展開を楽しんで読むことのできる昔話。 

ケロリがケロリ  
いとうひろし／作 

 ポプラ社 \1,200 

978-4-591-10334-0                   え

幼年 小低 一般 小図 

うっとりするほど見事なしっぽを持った、お

たまじゃくしのケロリ。ところが手が出て足

が出て、自慢のしっぽもどんどん短くなり…。

おたまじゃくしの成長やかえるになってから

の様子が、楽しく感じていける絵本。 

だるまさんが 
かがくいひろし／さく 

 ブロンズ新社 \850 

 978-4-89309-431-5              え 

幼年 一般 

「だるまさんが」の一文字ずつにだるまの絵

が描かれており、ページをめくると「どてっ」

「びろーん」「にこっ」などの言葉にぴったり

の動きと表情のだるまが愛らしく描かれてい

る、ほのぼのとした絵本である。 

つんつくせんせいとくまのゆめ  
たかどのほうこ／さく・え 

 フレーベル館 \1,200 

978-4-577-03513-9          え 

         幼年 小低 一般 小図 

「つんつくえん」のみんなと「つんくまえん」

のくまたちが、いつしょにおやつを食べる。

それは夢の中の話？つんつくせんせいの大胆

な行動にドキドキして話の展開を楽しめる。

また、ホッとする結末に心温まる絵本である。

てとてとてとて〔新版〕 
浜田桂子／さく     

  福音館書店 \1,500 

 978-4-8340-2327-5                   え

幼年 小低 一般 小図 

日常、あまりにも身近にありすぎて何気なく

使っている手は、実は、いろいろなことがで

きる。例えば、楽器になる。例えば、言葉を

伝える。例えば、心をつなぐ。手にスポット

を当て、手の可能性を考えさせられる絵本。

なつのおとずれ 
かがくいひろし／作・絵  

 ＰＨＰ研究所 \1,200          

  978-4-569-68781-0              え

幼年  小低 一般 小図 

カタツムリが気象予報士となり、真夏の太陽

にテレビから梅雨明けを知らせる。太陽が夏

の仲間たちに呼びかけると、次々に奇想天外

な愉快な夏の仲間たちが集まって…。徐々に

夏の世界に入り込んでしまう楽しい絵本。 
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はやくおむかえこないかな〔特製版〕   
なとりちづ／さく おおともやすお／え    

福音館書店（発売:こどものとも社） \800

ISBNなし                            え

幼年 一般 

お母さんのお迎えを待つりゅうくん。友達が

帰って一人になってから、王様になってぬい

ぐるみと遊ぶことにした。お母さんのお迎え

が待ち遠しい子どもの気持ちがほのぼのと伝

わってくる絵本。 

ぼく、あぶらぜみ 
得田之久／ぶん たかはしきよし／え 

福音館書店 \838 

978-4-8340-2341-1          え 

幼年 小低 一般 小図 

夏の虫の代表選手あぶらぜみ。せみは成虫に

なるまで５年も土の中で暮らす。木の根の汁

をもとめて移動しながら。せみの生態を分か

りやすく表現している。様々な紙の質感を生

かした貼り絵は図画の参考にもなる。 

みずたまレンズ  
今森光彦／さく 

  福音館書店 \838 

978-4-8340-2326-8                  え 

幼年 小低 一般 小図 

瑞々しいみずたま、滴るみずたま、光るみず

たま。虫や草花、クモの巣とのシンフォニー

で様々な表情を見せる写真科学絵本。雫に映

し出された自然の風景や子どもの顔もおもし

ろく、雨上がりに観察に出かけたくなりそう。

小学校低学年むき 

 

ケーキやさんのゆうれい 
ジャクリーン・Ｋ．オグバン／さく マージョ

リー・プライスマン／え 福本友美子／やく 

フレーベル館 \1,300        え  

978-4-577-03449-1  小低 小中 一般 小図 

コーラはケーキ屋さんの幽霊。ある日のこと、

アニーにおいしいケーキを作ってもらうこと

に。しかし、コーラが心から望んでいたケー

キは、彼女にとって特別な物で…。２人のケ

ーキ対決と心温まる交流が楽しい絵本。 

しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです
ドン・フリーマン／作 なかがわちひろ／訳 

 ＢＬ出版 \1,400 

  978-4-7764-0286-2                   え

小低 一般 小図 

図書館が大好きなカリーナは、動物の本を読

んで「動物も本を読みたい」と考えた。する

と、図書館に動物が入ってきて、大騒ぎに。

カリーナはこの騒ぎを鎮められるのか。動物

とカリーナとのやりとりに、心温まる絵本。

てぶくろがいっぱい  
フローレンス・スロボドキン／文  ルイス・

スロボドキン／絵  三原泉／訳 

  偕成社 \1,200                    え  

 978-4-03-348090-9   小低 一般 小図 

あかいてぶくろを片方なくしたドニー。その

ことを知った町の人たちが次々にてぶくろを

届けに来てくれる。ひきだしはぎっしり。そ

れを本当の持ち主に返すために…。人と人の

温かい交流が伝わってくるクラシカルな絵本。

にげろ！にげろ？ インドのむかしばなし
ジャン・ソーンヒル／再話・絵 青山南／訳   

光村教育図書 \1,500 

978-4-89572-674-0                   え 

小低  小中 一般 小図 

「たいへん！せかいがこわれはじめた。」心配

症の若いノウサギが必死に走り始めた。それ

を聞いた森中の動物達も「たいへんだ」と走

り出す。本当にせかいはこわれるのか？騒ぎ

は静まるのか？繊細かつ大胆な絵も魅力的。
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おまじないつかい 
なかがわちひろ／作     

  理論社 \1,000 

  978-4-652-00911-6                  913 

小低 小中 一般 小図 

お母さんが実はおまじないつかいだと知り、

「わたしもなりたい」と、レッスンを始めた

ゆら。子どもの日常が楽しく描かれ、おまじ

ないを取り入れることによって、うまく子ど

もの成長を促している展開に好感が持てる。

どうぶつびょういん 
トビイルツ／作・絵  

 ＰＨＰ研究所 \1,100 

 978-4-569-68780-3         913 

小低 小中 一般 小図 

ここは動物の病気を治すのではなく、動物が

人間の子どもを治す病院。ぶたは、野菜嫌い

の女の子を。うさぎは、勉強に集中できない

男の子を。子どもたちの心に寄り添いながら

治してくれる動物たちの心温まるお話。 

ひらがなだいぼうけん 
宮下すずか／さく みやざきひろかず／え 

 偕成社 \1,200 

 978-4-03-313560-1                  913 

小低 小中 一般 小図 

ある夜のこと。ひらっきぱなしにした本の中

の文字たちがおしゃべりを始めたり、本を飛

び出したり…。ひらがなのそれぞれの特性が

生かされた楽しい出来事が次々と起こってい

く。文字への関心を高める物語。 

ソフィーとガッシー  
マージョリー・ワインマン・シャーマット／

文 リリアン・ホーバン／絵 三原泉／訳 

 ＢＬ出版 \1,300          933 

  978-4-7764-0284-8     小低 一般 小図

リスのソフィーとガッシーは、昔からの友達。

お互いの家に招きあったり、素敵なプレゼン

トを考えたり…と、いつだって相手を想う気

持ちは一緒。四つの短篇に、抑えた色使いの

挿絵が添えられた、ほのぼのした絵童話。 
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小学校中学年むき 

 

 

おおきくおおきくおおきくなると  
佐藤ひとみ／文 谷口靖子／絵 

 福音館書店 \1,600 

 978-4-8340-2365-7          え 

小中 小高 一般 小図 

大きくなりたいと思っていたゆうきは、影の

おかげで望みがかなう。大きくなったゆうき

は地球を包み込む。ストーリーを楽しむだけ

でなく、ほかの物と比べながら、大きさにつ

いて理解することができる科学絵本。 

ヤクーバとライオン１ 勇気   
ティエリー・デデュー／作 柳田邦男／訳 

 講談社 \1,500  

 978-4-06-283012-6                   え 

小中 小高 中学 一般 小図 中図 

アフリカの奥地の小さな村。成長した少年た

ちはライオンと戦って倒すと戦士として認め

られる。少年ヤクーバは傷を負い弱っている

ライオンと出遭う。ライオンを殺して戦士に

なるか、真の勇気について考えさせる本。 

ヤクーバとライオン２ 信頼  
ティエリー・デデュー／作 柳田邦男／訳 

 講談社 \1,500  

 978-4-06-283016-4                  え 

   小中 小高 中学 一般 小図 中図

人間もけものも飢えて死んでいった。ライオ

ンの王者は一族のために、ヤクーバは牛を守

るために戦わないわけにはいかなくなった。

ゆずれない任務のぶつかり合いの中で信頼を

確かめ合う見せかけの戦いが心を打つ。 

のほほん 
工藤直子/作 

 小学館 \1,200 

 978-4-09-727643-2         911 

 小中 小高 中学 一般 小図 中図 

１列で行進するオウサマペンギンや仰向けで

くつろぐホッキョクグマ、寄り添うコオニユ

リの芽など、ほのぼのとした自然の写真に、

ぴったり合った工藤直子さんの詩がのってい

る。心温まる写真絵本。 

あっちゃんとブッちゃん 
井上こみち／文 狩野ふきこ／絵  

 文渓堂 \1,300 

  978-4-89423-595-3          913 

 小中 一般 小図 

犬のブッちゃんを始め、たくさんの生き物を

愛し、たくさんの生き物から愛されたあっち

ゃん。「ミトコンドリア脳筋症」という難病に

侵されながらも、命のふしぎや尊さについて

考え、懸命に生きた実在の少女の物語。 

そいつの名前はエメラルド 
竹下文子／作 鈴木まもる／画 

 金の星社 \1,300 

 978-4-323-07143-5                  913 

 小中 一般 小図 

不思議なペットショップで買ったエメラルド

ホシトカゲは、火を食べると体がエメラルド

色に輝く変わったトカゲ。飼ってみると賢く

かわいく魅力的で、飼い主の家族とすっかり

仲良しになる。夢のある楽しい話。 

パパとミッポの星の３号室  
田部智子／作 小倉正巳／絵 

 岩崎書店  \1,300    

 978-4-265-06080-1                 913  

小中 一般 小図 

ミッポは父と二人暮しの４年生。引っ越したマ

ンションには変わった呼名があり、不思議な体

験をする。父の仕事仲間を再婚相手かと悩んだ

りする早とちりな少女が、友人や様々な大人に

囲まれ元気にさわやかに育つ姿を描く。 
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はんぶんぺぺちゃん 
村中李衣／作 ささめやゆき／絵     

  佼成出版社 \1,300 

  978-4-333-02340-0          913 

小中 一般 小図 

自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手なはる

こと、仕事で数ヶ月に一度しか帰らない父。

互いを思いつつも、それぞれの気持ちは時に

すれちがう。中学年に読み応えのある、家族

の物語。 

アバラーのぼうけん〔改訂新版〕 
ベバリイ・クリアリー／作 ルイス・ダーリング／絵 松岡享子／訳 

  学習研究社 \1,200               

  978-4-05-202667-6         933 

         小中 小高 一般 小図 

ヘンリーくんの飼い犬アバラーは、ある日突

然迷子になってしまう。行く先々で起こるユ

ニークな事件。アバラーは無事に戻れるのだ

ろうか。犬のアバラーになりきってハラハラ

ドキドキしてしまう本。 

ウェディング・ウェブ  サムがつむいだ夢 
ネット・ヒルトン／作 堀川理万子／画 小松原宏子／訳

 くもん出版 \1,300 

 978-4-7743-1415-0         933 

         小中 小高 一般 小図 

ウェブとはくもの巣のこと。ジェニーのひい

おばあちゃん、ヴァイオレット・アンの家に

やってきた７本あしのくも、サム。サムがあ

ちらこちらに作りだす巣が、ヴァイオレット・

アンとジェニーに輝く思い出を与える。 

海賊黒パンと，プリンセスに魔女トロル，
２ひきのエイリアンをめぐるぼうけん  
ガース・ニクス／作 原田勝／訳  

 主婦の友社 \1,600         933 

  978-4-07-261640-6  小中 小高 一般 小図 

ネズミの海賊黒パンと戦う男の子、魔女トロ

ルに戦いを挑むプリンセス、エイリアンに誘

拐されそうになる発明家の男の子、謎の海ヘ

ビに立ち向かう女の子…。勇気ある子どもた

ちが主人公の四つの楽しい冒険のお話。 

しあわせの子犬たち  
メアリー・ラバット／作 むかいながまさ／絵 若林千鶴／訳 

 文研出版 \1,200           

  978-4-580-82055-5          933 

            小中 一般 小図 

エリザベスは、エルシーが生んだ子犬たちの

飼い主をおばあちゃんと探す。子犬たちと飼

い主の両方がしあわせになれるように･･･。動

物をただ可愛がるペットではない、家族の一

員として接する心の交流が描かれたお話。 

シルクの花  
キャロリン・マースデン／作 代田亜香子／訳 

 鈴木出版 \1,400  

  978-4-7902-3210-0         933 

                  小中 小高 一般 小図 

主人公ノイは 11 才の女の子。シルクの傘に絵

を描くことを祖母に教えられ、それに喜びを

感じていた。貧しくとも支え合って生活して

いる家族を、タイの美しい自然や仏教に基づ

いた風習を背景に描いた心温まる物語。 

先生と老犬とぼく 
ルイス・サッカー／作 むかいながまさ／絵 はらるい／訳 

 文研出版 \1,200            

 978-4-580-82033-3          933 

            小中 一般 小図 

マーヴィンは、１週間留守をする担任の先生

に、老犬の世話を頼まれる。必死で世話をす

るが、事態はいつも悪い方へ。ついには…。

責任を果たそうと懸命に努力する少年の姿に、

思わず声援を送りたくなる本。 

月あかりのおはなし集 続 
アリソン・アトリー／作 いたやさとし／絵  こだまともこ／訳 

  小学館 \1,100            

  978-4-09-290512-2          933 

            小中 一般 小図 

クリスマスの日に歌を歌っておいしいごちそ

うをもらった、木こりの子どもたちのお話や、

男の子が月に飛ばした美しいビ－玉で遊ぶ月

男と女神のお話、虹を釣った男の子のお話な

ど、やさしくて不思議な五つの物語。 
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どうなっちゃってるの！？クレメンタイン （クレメンタイン １） 
サラ・ペニーパッカー／作 マーラ・フレイジー／絵 前沢明枝／訳 

 ほるぷ出版 \1,300            

 978-4-593-53451-7          933 

            小中 一般 小図 

クレメンタインは、いつも元気な女の子。周

りをよく見て考えて行動しているはずが、 い

つも事件を引き起こしてしまう。クレメンタ

インが引き起こす様々な事件と、それを理解

し暖かく見守る両親の楽しく明るい物語。 

ネコのアリストテレス 
ディック・キング＝スミス／作 ボブ・グラ

ハム／絵 石随じゅん／訳 

 評論社 \1,300           933   

 978-4-566-01343-8   小中 一般 小図 

白ネコのアリストテレスは好奇心が強く、む

こうみず。その性格が災いし、九つあるとい

われる命も一つ一つ…。飼い主の魔女は、忙

しい中でも優しく見守り、身を守ることの大

切さを説いていく。 

負けるな、ロビー！ 
マイケル・モーパーゴ／作 マイケル・フォ

アマン／絵 佐藤見果夢／訳     

 評論社 \1,200                     933      

     978-4-566-01375-9     小中 小高 一般 小図 

交通事故にあい生命維持装置で生かされてい

るロビー。頭の中では目覚めていても、みん

なに話しかけることはできない。彼を目覚め

させたのは家族か愛犬か憧れのサッカー選手

か。明るく強い少年の〈クール〉な戦い。 

リジーとひみつのティーパーティ 
ジャクリーン・ウィルソン／作 ニック・シ

ャラット／画 尾高薫／訳     

 理論社 \560                      933      

     978-4-652-07484-8     小中 小高 一般 小図 

リジーは新しい家族と仲良くできず、口を閉ざ

している女の子だった。ところが、義理のひい

おばあさんと人形を囲んだティーパーティを開

いてから、少しずつ心の元気を回復し、新しい

家族が好きになっていく。心温まるお話。 

リンゴの丘のベッツィー 
ドロシー・キャンフィールド・フィッシャー

／作 佐竹美保／絵 多賀京子／訳  

 徳間書店 \1,600          933  

 978-4-19-862644-0 小中 小高 一般 小図 

ベッツィーは赤ちゃんの時両親を亡くし、９

歳になってからパットニー家に預けられる。

アメリカのバーモント州の美しく豊かな自然

の中で、厳しくも温かい家族に見守られて成

長していく少女の姿を伸びやかに描いた物語。

マイカのこうのとり 
ベンノー・プルードラ／作 いせひでこ／絵 上田真而子／訳 

 岩波書店 \1,500            

  978-4-00-115589-1                  943 

               小中 小高  一般 小図

今年もマイカの庭の巣に住みついたこうのと

り。ところが、３羽生まれたうちの１羽の様

子がおかしい。マイカはこうのとりを新しい

家族として迎えることにした。少女と親から

見捨てられたひなとの交流を描いた作品。 

カナリア王子 イタリアのむかしばなし 
イタロ・カルヴィーノ／再話 安野光雅／画 安藤美紀夫／訳 

福音館書店 \650 

978-4-8340-2388-6                  973 

小中 小高  一般 小図 

継母に追い出された王女をカナリアになって

助ける「カナリア王子」や太陽に見初められ

て産まれた「太陽のむすめ」、「金のたまごを

うむカニ」から幸せになる石工の兄弟の話な

ど、イタリアに古くから伝わる民話集。 
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小学校高学年むき 

 

 

テレビがなかったころ 
イワン・ポモー／文・絵 ニコル・ポモー／彩色 ときありえ／訳 

 西村書店 \1,900 

 978-4-89013-904-0           え 

      小高 中学  一般 小図 中図

1953年フランスの街に住む８歳の男の子の暮

らしが描かれている。狭い住居、おつかい、

お菓子、学校の様子、いたずら。映画を見た

り、戦争ごっこをしたり。庶民の世相が、分

かりやすく、楽しく表現された絵本。 

イグアナくんのおじゃまな毎日〔軽装版〕  
佐藤多佳子／作 はらだたけひで／絵 

 偕成社 \900 

  978-4-03-750120-4          913 

     小高  一般 小図

樹里が誕生日プレゼントにもらったのは〈生

きている恐竜〉イグアナ。世話が大変なうえ、

成長すると２メートルにもなるという。飼う

ことにあきた親戚に無理矢理押しつけられて

樹里たち家族の生活は一変してしまう。 

じっちゃ先生とふたつの花  
本田有明／著  

 ＰＨＰ研究所 \1,300 

  978-4-569-68798-8          913 

      小高  中学 一般 小図 中図

ひとりボール投げをしていた健太は、一人の

老人と出会う。実はこの老人、とても有名な

国語の先生だった人。仲の悪い両親と暮らし、

学校ではいじめられている健太にとって、こ

のじっちゃ先生はかけがえのない存在になる。

世界で一番のねこ  
藤野恵美／文 相野谷由起／絵 

 アリス館 \1,200 

 978-4-7520-0417-2         913 

            小高 一般 小図 

コンテストで１等賞をもらった気品のある猫

が、ひふ病にかかってすてられてしまう。自

活のためねずみとりをするが、それが自分の

天性と気づく。ねずみとりの１等賞を取るこ

とに賭けた猫の成長がさわやかに描かれる。

チェスト！ がんばれ、薩摩隼人   
登坂恵里香／原作 横山充男／著 岡本順／絵 

 ポプラ社 \1,100 

 978-4-591-10022-6                  913 

      小高 一般 小図

海の男の息子である隼人の唯一の悩みは、ま

ったく泳げないこと。そんな隼人が、鹿児島

県の錦江湾を横断する遠泳大会に挑戦するこ

とになる。隼人を取り巻く少年少女たちの心

の成長と友情を描いた物語。 

チェンジング 
吉富多美／著     

 金の星社 \1,400 

 978-4-323-07124-4              913 

      小高  一般 小図

小学５年の大夢は、学校ではいじめ軍団のタ

ーゲットとして逃げ回る生活、家では自分の

ことを理解してくれない父との生活に疲れて

いた。しかし、本との出会いや人との出会い

が大夢の生き方や考え方を大きく変えていく。

ちょっと源さんお借りします 
尾崎美紀／作 新野めぐみ／絵 

 文研出版 \1,200 

978-4-580-82041-8              913 

     小高  一般 小図 

達也たちと同居することになった源じいちゃ

んは、大工仕事を通して町の人とつながりは

じめる。源じいちゃんの活動が地域通貨に発

展し、高齢化が進んだ町を元気にしていく。

町づくりや地域、家族の交流を描いた作品。
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無愛想なアイドル 
杉本りえ／作 加藤アカツキ／絵 

 ポプラ社 \1,300 

  978-4-591-09983-4          913 

小高  一般 小図 

「ぼく」が世界で一番近づきたくない「超人

男姫」のあだ名をもつ翔子。「風丸」という犬

を通じて、翔子の意外な一面が見え始める。

人とのつながりの大切さや家族の温かさを「ぼ

く」の成長とともに描いた心温まる一冊。 

冬ものがたり （ものがたり１２か月） 
野上暁／編 松林誠／画 

 偕成社 \1,800  

  978-4-03-539340-5          913 

      小高  中学 一般 小図 中図

冬を舞台にした詩や短編小説のアンソロジー。

幻想的な冬の情景が描かれたファンタジーや、

しみじみとした後味が残る物語などの中に、

どきっとするようなＳＦも混じり、冬の様々

なイメージを想起させる小品集。 

ぼくらの先生！  
はやみねかおる／著  

 講談社 \1,300 

 978-4-06-214991-4                 933

小高  中学 一般 小図 中図 

定年退職後の元小学校教師が、子どもたちと

の出来事を妻に語って聞かせる。１話ずつ謎

が解けたとき、子どもの秘めた気持ちに気付

かされる。温かな気持ち、昔の学校のほのぼ

のした感覚が心に広がる。 

野球の国のアリス  
北村薫／著  

 講談社 \2,000 

  978-4-06-270584-4          913 

     小高  中学 一般 小図 中図

アリスは、少年野球ではエースだったのに中

学に入れば野球ができなくなる。ある日、鏡

の向こうの何でも反対の国に入り込んだアリ

スは、そこで野球をすることになった。ウサ

ギさんも登場する、楽しい「アリス」の物語。

アンドルー・ラング世界童話集 第１巻 あおいろの童話集 
アンドルー・ラング／編 西村醇子／監修 菊池由美／[ほか]訳 

 東京創元社 \1,900 

 978-4-488-01856-6                 908

小高  中学 一般 小図 中図 

世界各地のよりすぐりの神話や昔話、伝説な

どを集めた童話集の第１巻。「アラジンと魔法

のランプ」などおなじみの物語やスコットラ

ンドの昔話も収録されている。世界各地の話

がまとめて読め、大人も子どもも楽しめる本。

チャリンコ・ヒコーキ・ジャージャー麺  
イ・サンベ／文 ペク・ミョンシク／絵 高橋宣寿／訳 

 現文メディア（発売:理論社） \1,200  

 978-4-652-06803-8                929 

                        小高  一般 小図

両親を亡くしたトンスは、３人の兄妹がばら

ばらにならないよう、自分たちの力で生きて

いくことを決めた。貧しい生活の中でも、兄

妹それぞれが夢を育みつつ、互いに寄り添っ

て生きていく姿を描いた韓国の童話。 

白いキリンを追って 
ローレン・セントジョン／著 さくまゆみこ／訳 

 あすなろ書房 \1,400 

 978-4-7515-2205-9              933 

      小高  中学 一般 小図 中図 

突然父母を失ったマーティーンは、祖母のい

る南アフリカの鳥獣保護区で、伝説の白いキ

リンに会う。キリンとの交流を深め、自分の

出生や伝説の謎に迫る中、不思議な能力に目

覚める。神秘と冒険に満ちたサスペンス。 

ネズミ父さん大ピンチ 
ジェフリー・ガイ／作 勝田伸一／絵 ないとうふみこ／訳 

 徳間書店 \1,400 

978-4-19-862468-2              933 

     小高 一般 小図 

元気がよくて家族思いのハツカネズミの父さ

んアナクグリの一家は、人間の家の壁に住ん

でいる。そこへやってきたすばしこい黒ネコ

と父さんネズミが繰り広げるゆかいなお話。

読むと元気がわいてくる楽しいお話。 
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花になった子どもたち 
ジャネット・テーラー・ライル／作 市川里美／画 多賀京子／訳    

 福音館書店 \1,400  

 978-4-8340-2177-6         933 

小高  中学 一般 小図 中図 

９歳のオリヴィア、５歳の妹ネリーは、母親

を亡くし固く心を閉ざしている。姉妹は、父

親に夏の間、年取ったミンティーおばさんの

家にあずけられ、そこで、出会った古い美し

い庭での出来事を通して心を開いていく。 

フィッシュ 
Ｌ．Ｓ．マシューズ／作 三辺律子／訳   

 鈴木出版 \1,600 

978-4-7902-3209-4                  933 

小高  中学 一般 小図 中図 

難民の救援活動をしている両親をもつ少女タ

イガーは、紛争の激化により国境を越える旅

に出る。水たまりで見つけた１匹の魚を守り

抜くことで、厳しい道のりを乗り越える。ち

ょっと不思議で温かな家族の絆の物語。 

ヨハネスブルクへの旅 
ビヴァリー・ナイドゥー／作 橋本礼奈／画 もりうちすみこ／訳  

 さ・え・ら書房 \1,300 

978-4-378-01477-7                  933 

小高  中学 一般 小図 中図 

アパルトヘイト下の南アフリカ。黒人居住区

に住むナレディたちは妹の病気を知らせるた

め、遠くで働く母の元に向かう。途中、いわ

れなき差別を受けている黒人の実態を目の当

たりにし、世の中の矛盾に気づいていく。 

アリスは友だちをつくらない 
グニラ・リン・ペルソン／作 陣崎草子／画 松沢あさか／訳 

 さ・え・ら書房 \1,600 

  978-4-378-01478-4                  949 

 小高  中学 一般 小図 中図 

大の親友を目の前の交通事故でなくしたアリ

スは、転校先の学校でも心を堅く閉ざしてい

る。ある時、傷ついた１羽の鳥をきっかけに、

一人の少年と心を通わせるようになる。孤独

な少年と少女の心温まる友情物語。 

北のはてのイービク 
ピーパルク・フロイゲン／作 野村泫／訳  

 岩波書店 \640 

  978-4-00-114152-8                  949 

 小高  中学 一般 小図 中図 

極北に住む少年イービクは、父がセイウチと

戦って命を落としてしまう。老いた祖父や母、

弟妹を飢えから救うために危険な旅に出、白

クマと命がけで戦う。エスキモーの少年が狩

人として成長していく姿を描いた物語。 

わたしは忘れない 
ヤエル・ハッサン／作 金藤櫂／絵 ダニエル遠藤みのり／訳 

 文研出版 \1,300  

 978-4-580-82037-1                  953 

小高  中学 一般 小図 中図 

いないと思っていた祖父がアメリカからやっ

てきた。だが彼は気難しく何も語らない。家

庭も暗くなる。レアが祖父との交流を進め、

理解を深める中、祖父は自身を取り戻してい

った。戦後仏のユダヤ人家庭の姿を描く。 
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中学生むき 

 

あたらしい図鑑  
長薗安浩／著   

 ゴブリン書房 \1,500  

  978-4-902257-13-7          913 

            中学  一般 中図

中学１年の淳は、ムラタさんという老人に出

会い、もやもやして言葉にならない感情をス

クラップして、「あたらしい図鑑」をつくれと

言われる。「言葉」を軸にした、老詩人と少年

との出会いと別れを温かい筆致で描いた物語。

医学のたまご 
海堂尊／作    

 理論社 \1,300 

 978-4-652-08620-9                  913 

            中学 一般 中図

僕は曾根崎薫(そねざきかおる)、14 歳。ごく

フツーの中学生。でも「日本一の天才少年」

として大学の医学部で研究をすることに。そ

してなにやらすごい発見をしてしまったらし

い。大騒ぎにまきこまれた僕の運命は…。 

氷石  
久保田香里／作 飯野和好／画  

 くもん出版 \1,500 

  978-4-7743-1363-4          913 

     中学 一般 中図 

疫病で母を失い、遣唐使と共に唐へ行ったま

ま帰らぬ父を待つ千広は、自ら呪文を書いた

石を疫病に効くと言って売って暮らしていた。

学問へのあこがれを持ちながらたくましく生

きる少年の成長を天平の平城京を舞台に描く。

フュージョン 
濱野京子／著  

 講談社 \1,300  

  978-4-06-214484-1         913 

            中学 一般 中図 

中学２年生の朋花は、ある日、公園で不思議な縄

跳びをしている少女たちに会う。それは彼女にと

っても、その少女たちにとっても新しい一歩の始

まりだった。今人気のスポーツ、ダブルダッチを

題材に、少女たちの交流と成長を描いた物語。 

リボン     
草野たき／［著］  

 ポプラ社 \1,300 

 978-4-591-09984-1                  913 

      中学 一般 中図 

卒業式に、部活の先輩にリボンをねだるのが

恒例になっている卓球部で、先輩に断られて

しまった亜樹は「波風を立てない」ことが中

心の自分の生き方に疑問を持ち始める。自分

なりの答えを探す亜樹の姿をさわやかに描く。

グリーン・ノウの子どもたち （グリーン・ノウ物語 １）
ルーシー・Ｍ．ボストン／作 ピーター・ボ

ストン／絵 亀井俊介／訳 

 評論社 \1,500           933

  978-4-566-01261-5  中学 一般 中図

両親と離れて住むさみしい少年が、ひいおば

あさんと冬休みを過ごす。古いお城のような

屋敷で楽しく過ごすうちに、300 年前に生き

ていた子どもたちと友達になっていく。様々

な人生が織り込まれた暖かくて美しい物語。

コリアンダーと妖精の国 
サリー・ガードナー／著 斎藤倫子／訳  

 主婦の友社 \1,900 

 978-4-07-249290-1              933 

     中学 一般 中図 

コリアンダ－は、継母と邪悪な牧師から虐待

を受け続け、ついには衣装箱に閉じこめられ

てしまう。しかし、その時から妖精たちの住

む別の世界への扉が開かれる。ひとりぼっち

の少女が自分にかけられた呪いと戦う物語。
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ともしびをかかげて上 
ローズマリ・サトクリフ／作 猪熊葉子／訳

 岩波書店 \680  

 978-4-00-114581-6           933 

  中学 一般 中図 

多民族が衝突していた時代のブリテン。ロー

マ軍の騎馬隊長だったアクイラは、軍の撤退

に同行せず家族の住むブリテンに残った。が、

サクソンの襲撃で家族を失い、奴隷にされる。

再会した妹は敵の妻になっていた。 

ともしびをかかげて下 
ローズマリ・サトクリフ／作 猪熊葉子／訳 

 岩波書店 \680  

978-4-00-114582-3          933 

            中学  一般 中図

妹の助けで自由の身となったアクイラは，再

起を期すブリテンの王子アンプロシウスのも

と、サクソンとの戦いにのみ生きがいを見出

す。心を閉ざした彼が、息子を得、家庭の愛

を知り、人としての心を取り戻す姿を描く。

バディ たいせつな相棒 
Ｖ．Ｍ．ジョーンズ／著 田中亜希子／訳 

 ＰＨＰ研究所 \1,400  

 978-4-569-68758-2                  933 

            中学 一般 中図

12 歳の少年ジョシュは、ライバルに勝ちたい

一心でトライアスロンに参加を決意。しかし、

彼は泳げなかった。事故で重大な障害を負っ

た双子の兄(バディ)との言葉を介さない交流

や父母、教師らの支えで優勝を目ざす。 

ヒットラーのカナリヤ  
サンディー・トクスヴィグ／作 小野原千鶴／訳 

 小峰書店 \1,500 

  978-4-338-14425-4          933 

     中学 一般 中図 

デンマーク人の少年バムスは、ナチスドイツ

軍侵攻の際、自国のユダヤ人をスウェーデン

へ逃がすため、家族と共にレジスタンス活動

に協力する。自らの危険も省みず同胞を助け

た、事実に基づいた救出劇。 

リバウンド 
Ｅ．ウォルターズ／作 深川直美／画 小梨直／訳 

 福音館書店 \1,600  

 978-4-8340-2107-3                  933 

            中学 一般 中図 

バスケットボールが大好きなショーンは、車

いすに乗った転校生の世話役を命ぜられ、彼

の並外れた能力や、深い苦悩を知る。「失敗し

たシュートを次にどうやって決めるか」…挫

折を乗り越え、友情を育む少年の姿を描く。

路上のヒーローたち 
エリザベス・レアード／作 石谷尚子／訳 

 評論社 \1,800  

 978-4-566-02405-2                  933 

            中学 一般 中図 

様々な理由から、ストリートチルドレンにな

ったエチオピアの少年たち。彼らなりの掟を

持つギャング団を結成し、身を寄せ合い助け

合いながら、たくましく生きていく。二人の

少年の友情と成長を中心に描く物語。 
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Ｂ ０～８類 

３ 社会科学 

 

 

ひとはみな、自由 世界人権宣言  
中川ひろたか／訳 

 主婦の友社 \2,500         

 978-4-07-261545-4                316   

         小中  小高 一般 小図 

世界人権宣言を分かりやすい言葉で表現して

いる。イラストは国を代表するような有名な

絵本作家や画家、イラストレーターが分担し

て描いている。人権について理解するための

手助けとなる絵本である。 

箸の絵本  
兵左衛門／へん つちはしとしこ／え   

 佼成出版社 \1,800           

  978-4-540-07282-6             383 

      小高  中学 一般 小図 中図 

日本の食文化を支える箸。その箸の歴史や種

類とともに、自分専用の箸の作り方を紹介し

ている。箸作りに必要な材料や道具・手順・

留意事項などが写真や絵を交えて紹介してあ

る。箸作りに挑戦させるのに役立つ一冊。 

風呂敷 
森田知都子／文 ふろしき研究会／監修 

  文渓堂 \1,600 

  978-4-89423-559-5          385
            小高  中学 一般 小図 中図 

色も素材も寸法もさまざまな一枚の四角い布、

風呂敷。奈良時代から人々の生活の中で使わ

れてきた。現代、環境保全の観点から見直さ

れている風呂敷の可能性を、たくさんの資料

写真から紹介している本。 

４ 自然科学 

 

楽しく実験・工作小学生の自由研究 高学年編
成美堂出版編集部／編 

 成美堂出版 \800 

 978-4-415-30373-4         407 

            小高 一般 小図 

身近なものでできる、おもしろい実験が 28

個紹介されている。「びっくりする実験」「楽

しい工作」「不思議な観察」「納得できる調査」

の中から、テーマを見つけることができるの

で、夏休みの自由研究にピッタリの一冊。 

花のたね・木の実のちえ １ タンポポのわたげ 
多田多恵子／監修、ネイチャー・プロ編集室／編著

 偕成社 \1,400 

 978-4-03-414310-0         471 

         小低  小中 一般 小図 

私達の身近にあるタンポポを、美しい写真と

分かりやすい文章で説明。何気なく眺めてい

る風景の中の自然を感じさせてくれる。春、

公園や校庭の片隅に咲くタンポポを、じっく

りと観察してみたくなる科学絵本。 
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ホネホネたんけんたい  
西澤真樹子／監修・解説、大西成明／しゃしん、松田素子／ぶん

 アリス館 \1,500        

 978-4-7520-0380-9         481  

     小中 一般 小図 

骨ってこわいイメージがありませんか？理科

室の標本や、ガイコツのお化けを想像したり

して…。でも骨には不思議がつまってる。骨

には秘密がひそんでる。さあ、骨の秘密を調

べに行こう！でも、骨のない方お断りです？

クラゲゆらゆら 
楚山いさむ／写真・文  

 ポプラ社 \1,200         

 978-4-591-10113-1         483  

     幼年  小低 小中 一般 小図 

クラゲは、海の中を漂う不思議な生き物であ

る。様々な種類のクラゲの様子や、クラゲの

えさの取り方や増え方を、美しい写真と分か

りやすい言葉で説明している。クラゲの魅力

を感じ取ることのできる写真絵本。 

ヤドカリ  
草野慎二／写真、栗林慧／写真、日髙敏隆／総合監修

  アスク（発売:リブリオ出版） \2,000      

  978-4-86057-345-4                 485  

            小中 一般 小図 

磯遊びで見かける一番の人気者「ヤドカリ」。

でも意外と知られていないヤドカリの生態を、

体の仕組みや産卵、成長の様子を通して、美

しい写真とやさしい文章で語る。宿借り生活

を選んだヤドカリの気持ちが分かる本。 

アゲハチョウ  
北添伸夫／写真、日髙敏隆／総合監修  

 アスク（発売:リブリオ出版） \2,000   

 978-4-86057-346-1         486  

     小中 一般 中図 

夏の訪れとともに、羽根の美しさに思わず見

とれてしまうアゲハチョウがやってくる。子

どもたちも大好きなアゲハチョウが卵からど

のようにしてチョウになるのか、ワクワクし

ながらページをめくってしまう写真の本。 

いのちのカプセルまゆ  
新開孝／写真・文 

 ポプラ社 \1,200  

 978-4-591-10365-4          486 
                  小低  小中 一般 小図 

幼虫たちは、頭をせわしくふり、次々と糸を

はいていき、様々な形の美しいまゆをつくる。

その中でさなぎになり、成虫となる日を待つ。

正に、まゆはいのちのカプセルだ。しかし、

それは、必ずしも安心ではないのだ？！ 

ギンヤンマ 
中瀬潤／写真、栗林慧／写真、日髙敏隆／総合監修

 アスク（発売:リブリオ出版） \2,000 

  978-4-86057-347-8              486 

            小中 一般 小図

ギンヤンマはトンボの中でも指折りの飛行名

人。肉食で、成虫もヤゴ（幼虫）も腕利きの

ハンターだ。サーカスのような交尾、植物の

くきへの産卵、幼虫や成虫の体の仕組みなど

を、美しく迫力のある写真で紹介した本。 

トノサマバッタ  
筒井学／写真、栗林慧／写真、日髙敏隆／総合監修

 アスク（発売:リブリオ出版） \2,000 

 978-4-86057-348-5         486 

         小中 一般 小図 

頑丈そうな頭を持ち、体の色は緑色と茶色が

入り混じっているトノサマバッタ。幼虫、成

虫、体のつくり、オスとメスの出会い、卵な

どトノサマバッタについて鮮やかな写真でく

わしくかかれている科学絵本。 

ハサミムシのおやこ  
皆越ようせい／写真・文  

 ポプラ社 \1,200         

 978-4-591-10346-3         486  

     小低 小中 一般 小図 

冬が終わるころ、メスのハサミムシはたまご

を産んで子育てを始める。ふ化した子虫は、

メスの体にまとわりつき、やがてメスは子虫

に食べられてしまう。命がけで子育てをする

親から子への命のつながりが描かれている。
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パンダ 写真／図鑑／データブック  
エレファント・トーク／監修、さとうあきら／写真 

 ＣＣＲＥ \1,600         

 978-4-903352-04-6         489  

   小中 小高 一般 小図 

見ているだけで心が和む「パンダ」。かわいら

しいパンダの様子をとらえた写真から始まり、

その後、図鑑、詳しいパンダの説明へと内容

が展開されている。日本の動物園で現在生活

しているパンダに会ってみたくなる本。 

５ 技術・工学  

 

屋上のとんがり帽子  
折原恵／写真と文  

 福音館書店 \1,300         

 978-4-8340-2300-8         518  

         小中  小高 一般 小図  

摩天楼の建ち並ぶ世界有数の大都会ニューヨ

ーク。空に届かんばかりのビルの屋上には、と

んがり帽子をかぶったような円筒形のふしぎな

ものがある。その正体とは？と、給水タンクと

その仕組みを分かりやすく説明してある絵本。

６ 産業 
 

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

  978-4-89325-068-1          625
          幼年  小低 一般 小図

冬の代表的な果物、温州みかんを取り上げ、

ミカンという果物のしくみとなり方、日本で

見られる種類、房の秘密などを紹介している。

大人向きの解説も付けられ、色鮮やかな写真

とともに分かりやすく説明された科学絵本。

やさいノート 知ってとくする食べておいしい
いわさゆうこ／作 

 文化出版局 \1,400 

  978-4-579-40437-7              626 

   小中 小高 中学 一般 小図 中図

トマトやキュウリなど身近な野菜を紹介した

絵本。生育過程やいろいろな品種・原産地な

どを写真やイラストで説明している。主な栄

養素や簡単な調理法も紹介してあり、食育の

学習にも利用できる。 

時間（とき）の森～屋久島    
山下大明／しゃしん・ぶん  
 そうえん社 \1,300  

  978-4-88264-323-4          651
          小中  小高 一般 小図

屋久島にはスケールの大きな自然がある。1400

万年前からという雄大な時間に作り出された

ものだ。島が隆起し植物が生まれ育ち、火砕

流に覆われてもなお生命が誕生し成長してい

く。そして現代に続く森となっていく。 

世界を動かした塩の物語 
マーク・カーランスキー／文 Ｓ.Ｄ.シンドラー／絵 遠藤育枝／訳 

 ＢＬ出版 \1,600           

 978-4-7764-0315-9                  669 

            小高 中学 一般 小図 中図 

現在は身近にある塩も、昔はとても貴重なも

のだった。人々は塩を得るために争ったり、

密輸をしたり…。塩の歴史は文明の歴史でも

ある。塩をテーマに、世界の歴史を美しい絵

で分かりやすく描いた本。 
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７ 芸術・美術 

 

夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦
佐藤真海／著   

 岩波書店 \740         

 978-4-00-500604-5         782  

     中学 一般 中図 

19歳で骨肉腫を発症した著者は右足膝下を失

う。障害者になった著者は、走り幅跳びと出

会い、パラリンピックを目指し練習に励む。

さまざまな困難を乗り越え北京パラリンピッ

クに出場するまでの道のりを語った手記。 

たたんでむすんでぬのあそび  
平野恵理子／さく 

 福音館書店 \838         

 978-4-8340-2344-2         798  

     幼年  小低 一般 小図 

ハンカチはバナナやサンドイッチに。てぬぐ

いでどろぼうに。スカーフはドレスに。バス

タオルをおうまさんに作ってパカパカしたり。

いろんな布をたたんだり、丸めたり、むすん

だり。一人でも大勢でも遊ぶヒント満載。 
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