選定児童図書目録
平成 22 年度

名古屋市児童図書選定協議会
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日ごろは、児童・生徒への読書の普及並びに学校図書館の充実にお取り組み
いただき、誠にありがとうございます。
新指導要領に基づく教育活動が、小学校では本年度より本格実施され、中学
校では来年度から本格実施されます。新指導要領では、「児童・生徒の思考力、
判断力、表現力等をはぐくむため、言語に関する関心や理解を深め、言語に関
する能力を図る上で必要な言語環境を整え、児童・生徒の言語活動を充実する
こと」が求められています。そのためには、学校図書館が今まで以上に充実さ
れ、いろいろな教育活動の中で活用される必要があります。
また、本年度、名古屋市教育委員会では、
「なごやっ子読書ノート」を作成し、
小学生の読書習慣の定着を図ることが計画されています。
こうした中、平成 22 年度「選定児童図書目録」を名古屋市教育委員会・鶴舞
中央図書館始め多くの方々のご指導・ご協力により冊子としてまとめることが
できました。この平成 22 年度「選定児童図書目録」に掲載されている図書は、
児童・生徒が読書の楽しさや読書の有用性を味わい、言語活動の充実に資する
ことのできるすばらしい内容のものです。児童・生徒及び保護者の皆様に様々
の機会を通じて、この目録に掲載された図書を紹介・活用していただき、今後
も読書の普及に役立てていただきたいと思います。

平成 23 年 5 月
名古屋市児童図書選定協議会会長
名古屋市立天白養護学校長
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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 22 年 4 月から平成 23 年 3 月までに選定会を 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。
選定図書の総点数は 62 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 4 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
委員による簡卖な内容紹介、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】
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、海外文学の順です。
【Ｂ．０～８類】

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はあります。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
編著訳者、さし絵画家名
出版社
価格
分類記号

4.
5.

2

（叢書名）

ＩＳＢＮ
読者対象
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。
読者対象の略号は次の通りです。
幼年
幼年むき
小低
小中
小高
中学

6.

［版表記］

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

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
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、ご了承ください。
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絵本、９類
幼年むき

アヒルだってば！ウサギでしょ！
エイミー・クローズ・ローゼンタール
／さく,トム・リヒテンヘルド／さく
いまえよしとも／やく
サンマーク出版
￥1,400
え
978－4－7631－9961－4
幼年 小低 一般 小図

アヒルだよ。ウサギだってば！自
分の見えたものが他人には違った
ものに見えるらしい。
『ルビンの壺』
の例を引くまでもなく、子ども達に
は、紙の切れ端や空の雲が、何に見
えるかな？と、楽しい遊びに発展さ
せられそう。

はらぺこさん

やぎゅうげんいちろう／さく
福音館書店
￥900 え
978－4－8340－2617－7
幼年 小低 一般 小図

おなかがすいて、はらぺこさんに
なるってどういうこと？「はらぺこ
しんごう」は脳から出てくることや、
食べものの栄養分が体をつくるも
とになっていることなどが、絵や写
真とともにわかりやすい言葉で書
かれている本。

びっくりまつぼっくり
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多田多恵子／ぶん 堀川理万子／え
福音館書店
￥800 え
978－4－8340－2581－1
幼年 小低 一般 小図

子どもが大好きなまつぼっくり。
形がおもしろいばかりでなく、いく
つかの「ふしぎ」をもつ魅力的なま
つぼっくりに、本の中の「ぼく」と
一緒にふれられる本。まつぼっくり
を使った手品も紹介されています。

ブロントリーナ
ジェイムズ・ハウ／ぶん
ランディ・セシル／え
長野由紀／やく
新書館
￥1,400 え
978－4－403－33047－6
幼年 小低 一般 小図

ブロントリーナはバレリーナに
なりたくて、ダンス教室を訪ねます。
でも、サイズに合うバレーシューズ
はありません。教室も小さすぎます。
その時、周りの人は…。自分の体よ
りも大きな夢をかなえた恐竜の話。

まいにちまいにちたんじょうび

正高もとこ／作・絵
偕成社
￥1,000 え
978－4－03－331890－5
幼年 小低 一般 小図

誕生日をお祝いしてもらった女
の子が、
「毎日、お誕生日」をする
ことを思いつき、一日ごとに１歳大
きくなっていくが…。为人公の思い
に寄り添い、成長を見守る母親との
温かい親子関係を描いた心温まる
作品。

まるまるまるのほん
エルヴェ・テュレ／さく
たにかわしゅんたろう／やく
ポプラ社
¥1,300 え
978－4－591－11760－6
幼年 小低 一般 小図

本の中の○を押して、こすって、
クリックすると…。本を右や左にか
たむけると…。あら不思議、○が動
き出す。読み聞かせを聞きながら、
子どもたちがついつい手をのばし
てさわりたくなる絵本。

もちもちおもち

庄司三智子／著
岩崎書店
￥1,300 え
978－4－265－07044－2
幼年 小低 一般 小図

おもちと言ったら、あんこもち。
他にもきなこもちやらいそべもち、
ずんだもちにあぶりもち…。いろい
ろなおもちがせいぞろい。それぞれ
のおもちの特徴がリズミカルな言
葉で表現されている。みんな大好き
おもちの絵本。

ライオンとねずみ
イソップ／［原作］
ジェリー・ピンクニー／作
さくまゆみこ／訳
光村教育図書
￥1,500 え
978－4－89572－809－6
幼年 小低 一般 小図

大迫力なライオンの顔、その見つ
める先にはつぶらな瞳のねずみ。２
匹の関係が印象深いカバー絵。絵で
ストーリーが進み、文字は動物のた
てる音だけ。作者は原話にアフリカ
の環境を加え、骨太な世界を作り上
げた。
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小学校低学年むき

いっしょならもっといい
一人でも楽しいことはたくさ
ルイス・スロボドキン／作
木坂涼／訳
偕成社
￥1,200 え
978－4－03－348220－0

んある。のんびり散歩も楽しい。
でも、二人ならおにごっこができ
る。どっちが速いか競争もできる。
一人よりもだれかといっしょな
ら、もっとおもしろいことができ

小低 一般 小図

るということがわかる絵本。

きょうそうってなあに？
ジェイミー・リー・カーティス／ぶん
ローラ・コーネル／え
いけがみあきこ／やく
バベルプレス
¥1,600 え
978－4－89449－097－0

ほんと？」
「生まれた時から競争
が始まってるの？」男の子の素朴
な疑問に、どのように生きていけ
ばいいか、お母さんがやさしく答
えてくれる。助け合って生きるこ

小低 小中 小高 一般 小図

との大切さを伝えてくれる絵本。

シルム
キム・ジャンソン／作
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「人はみんな競争してるって

昔から韓国の人々に親しまれ

イ・スンヒョン／絵
ホン・カズミ／訳
岩崎書店
￥1,500 え
978－4－265－85006－8

てきた伝統的な運動競技の１つ
である「シルム」
（韓国のすもう）
。
力士たちの怪力と見事な技、露店
や見物人のかけ声や応援楽器の
音など、にぎやかな様子が迫力あ

小低 小中 一般 小図

る絵で描かれている絵本。

プルガサリ
キム・ジュンチョル／再話

ハルモニ（おばあさん）の体の

イ・ヒョンジン／絵
ピョン・キジャ／訳
岩崎書店
￥1,500 え
978－4－265－85007－5

あかからプルガサリという怪物
がうまれた。鉄を食べて大きくな
ったプルガサリは、村で悪さばか
りする。プルガサリの悪さを止め
られるのは…。迫力のある絵で描

小低 小中 一般 小図

かれた韓国の民話絵本。

いいことがありました
もりやまみやこ／作
ひがしあきこ／絵
偕成社
￥1,200 913
978－4－03－313590－8
小低 一般 小図

りすの子と喧嘩して、むしゃく
しゃしていたねずみの子。蹴飛ば
したどんぐりが、くまのおじいさ
んのおでこに当たってしまった。
怒られるに違いないと思ったね
ずみの子だが…。心がホッとして
温かい気持ちになるお話が三話。

かばた医院のひみつ

中島和子／作
秋里信子／絵
金の星社
￥1,200 913
978－4－323－07186－2
小低 小中 一般 小図

ミユは、初めて訪れた「かばた
医院」で、ぬいぐるみが診察を受
けているのを知る。病院で手伝い
をすることになったミユは、ぬい
ぐるみとのかかわりを通して苦
手に思っていた同じクラスの男
の子のよさに気付いていく。

ふしぎなのらネコ
くさのたき／作
つじむらあゆこ／絵
金の星社
￥1,100 913
978－4－323－07177－0
小低 一般 小図

妹や友達に、ついきつい口調に
なったり手が出たりするさき。公
園で出会ったのらねこに「ゆっく
りでいいから、ちゃんと言葉にし
てみろ…」と言われ、さきに変化
が現れる。人付き合いが不器用な
子にも共感を呼ぶ本。

みてても、いい？
礒みゆき／作
はたこうしろう／絵
ポプラ社
￥900 913
978－4－591－12199－3
小低 一般 小図

いたずらきつねを大人しいう
さぎが「みててもいい？」といつ
も後をついて行く。ある日から一
週間もうさぎの姿が見えない。必
死でさがすきつね。誰かに食べら
れたのでは。やっと見つけたうさ
ぎが何をしていたかは…。

ゆずゆずきいろ

楠章子／作 石井勉／絵
ポプラ社
￥900 913
978－4－591－12110－8
小低 一般 小図

ある日、ゆらのところに、およ
めにいったまいねえちゃんから
ゆずが段ボールいっぱいにおく
られてきた。みんなでおでんパー
ティーをしてゆず湯に入ると、心
も体もほかほかに…。心あたたま
るやさしいお話。
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空からきたひつじ
フレート・ロドリアン／作
ヴェルナー・クレムケ／絵
たかはしふみこ／訳
徳間書店
¥1,600 943
978－4－19－862931－1
小低 小中 一般 小図

クリスチーナは、動物が大好き
な心優しい女の子。ある日、空か
ら落ちてきて迷子になった雲の
ひつじに出会います。何とか空へ
返してあげようと、近所の男の子
や大人たちと協力して助けてあ
げる心温まる物語。

小学校中学年むき

8

ふたりのサンドウィッチ
ラーニア・アル・アブドッラー／さく
ケリー・ディプキオ／ぶん
トリシャ・トゥサ／え
ＴＯブックス
￥1,200 え
978-4-904376-40-9
小中 小高 一般 小図

大の仲良しの二人が、相手のサ
ンドウィッチを「まずそう」と言
ってしまい大げんか。ふと、相手
のを食べてみると…、そのおいし
さに気づく二人。見た目や文化の
違いにとらわれず人と心を通わ
せる大切さを感じる絵本。

マグナス・マクシマス、
なんでもはかります
キャスリーン・Ｔ．ペリー／文
Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵
福本友美子／訳
光村教育図書
￥1,400 え
978-4-89572-812-6
小中 小高 一般 小図

マグナス・マクシマスはものを
測るのが大好きなおじいさん。ラ
イオンもおそれない。測って欲し
いものを持った人から朝から晩
まで引っ張りだこ。ある日、ひた
すら測り続ける彼の生活に変化
をもたらす出来事が起きる。

むこうがわのあのこ
ジャクリーン・ウッドソン／文
Ｅ．Ｂ．ルイス／絵
さくまゆみこ／訳
光村教育図書
￥1,500 え
978－4－89572－818－8
小中 小高 一般 小図

むこうがわに暮らす白人の女
の子が気になる黒人の女の子。二
人の間には垣根がある。大人はダ
メというけれど、垣根の上だった
らいいよね。差別や偏見を持たな
い子ども達の姿に希望を託せる
物語絵本。

よめたよ、リトル先生
ダグラス・ウッド／作
ジム・バーク／絵
品川裕香／訳
岩崎書店
￥1,600 え
978－4－265－06827－2
小中 小高 一般 小図

字の読めなかった尐年に、辛抱
強く指導する先生は、教材に尐年
の大好きな島が描かれている本
を選んだ。ことばを読むうちに、
島での体験が浮かびこころがお
どる。読書から、自信と知識、生
きることを学んだ尐年の物語。

アヤカシ薬局閉店セ～ル
伊藤充子／作
いづのかじ／絵
偕成社
￥1,000 913
978－4－03－501110－1
小中 一般 小図

ケチで人付き合いが苦手なさ
くらおばあさんのアカシヤ薬局
にはお客は入らない。ついに閉店
セールをすることになる。セール
のちらしを見て次々に不思議な
お客が買いに来る。おばあさんと
アヤカシたちの交流を描いた話。

奇跡の犬コスモスにありがとう
中山聖子／作
渡辺あきお／絵
角川学芸出版
￥1,600 913
978－4－04－653404－0
小中 小高 一般 小図

弟の「理久」は転校後、言葉の
違いから、いじめられて学校にい
けなくなる。でも、耳の聞こえな
い犬のコスモスを飼うことをき
っかけに、家族のきずなが深まり、
学校にだんだん行くことができ
るようになる感動のお話。

シュークリーム星のオヒメサマ
高山栄子／作
かまたいくよ／絵
佼成出版社
￥1,300 913
978－4－333－02462－9
小中 一般 小図

騒いだりはしゃいだりするの
が苦手なひかりは、にぎやかで楽
しい３年１組になじめない。内気
なひかりが、お客様サービスデー
にプレゼントされたシュークリ
ームをきっかけにして、友達と打
ち解けられるようになる話。

ゾウのいない動物園
岩貞るみこ／作 真斗／絵
田丸瑞穂／写真
講談社
￥580 913
978－4－06－285163－3
小中 小高 一般 小図

戦争時「動物檻から逃げ出すと
危ないから、殺せ。
」という命令
が出た。上野動物園でも、ゾウま
で殺さなければならなくなった。
かしこいゾウは、每のえさは食べ
ない。えさも水も与えない方法が
とられた。そして…。
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ヤマトシジミの食卓

吉田道子／作
大野八生／画
くもん出版
￥1,200 913
978－4－7743－1748－9
小中 小高 一般 小図

かんこは、風助という不思議な
おじいさんと友達になり、あき地
の平たい石のことを「ヤマトシジ
ミの食卓だよ。
」と教えてもらう。
そして、風助さんはかんこの家族
と暮らすことに…。読んだ後、心
がじわっと温かくなる話。

氷の海を追ってきたクロ
井上こみち／文
ミヤハラヨウコ／絵
学研教育出版
￥1,200 916
978－4－05－203281－3
小中 小高 一般 小図

第２次世界大戦後のシベリア
抑留で本当にあったお話。クロと
いう犬が、厳しい抑留生活の中、
人間らしい笑いや温かい心をと
りもどしてくれる。帰国時、船を
追いかけ、氷の海にとびこんだク
ロを助け、日本に連れ帰った。

思い出のマーシュフィールド
ラルフ・フレッチャー／作
スギヤマカナヨ／絵
はらるい／訳
文研出版
¥1,300 933
978－4－580－82091－3
小中 小高 一般 小図

ラルフは９人兄弟の長男。大家
族なりの苦労もあるが、銅像ごっ
こや〈じゅうたんをつまむ〉とい
う奇抜な習慣など、家族や友人と
の機知と愛情に恵まれた日々を
送る。マーシュフィールドでの尐
年時代を回想した作品。

オリバー、世界を変える！
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クラウディア・ミルズ／作
菅野博子／絵
渋谷弘子／訳
さ・え・ら書房
￥1,200 933
978－4－378－01487－6
小中 小高 一般 小図

オリバーは、何でも両親にして
もらっている子だった。ある日、
理科の授業で冥王星が惑星でな
いことを聞くと疑問に思い、自分
で考える力をもつようになる。自
分の住む世界、両親までも変える
ことができた男の子のお話。

デイジーのおおさわぎ動物園
ケス・グレイ／作 ニック・シャラッ
ト／絵 ギャリー・パーソンズ／絵
吉上恭太／訳
小峰書店
¥1,300 933
978－4－338－25102－0
小中 一般 小図

今日は、デイジーの誕生日。誕
生日だけの特別なプレゼントは、
動物園に行ってペンギンにエサ
をあげること。ママや仲良しの友
だちと一緒に動物園に出かけた
デイジーは、大変な事件をおこし
てしまう。さて、その事件とは。

ドラゴンが教室にやってきた！
ジューン・カウンスル／作
いたやさとし／絵
こだまともこ／訳
日本標準
￥1,500 933
978－4－8208－0447－5
小中 小高 一般 小図

小学校１年生のサムが助けた
子どもドラゴンのウロコンは、い
ばりん坊で食いしん坊でおせっ
かい。大人には見えないウロコン
がサムやクラスのみんな、そして
担任のグリーン先生と繰り広げ
る愉快で楽しいお話。

ドラゴンとみんなの新学期！
ジューン・カウンスル／作
いたやさとし／絵
こだまともこ／訳
日本標準
￥1,500 933
978－4－8208－0470－3
小中 一般 小図

今日から新学期。仲間になった
ドラゴンの子ウロコンとの楽し
い日々を夢見てうきうきするサ
ム。ところがなかなかウロコンは
冬眠から目覚めなくて…。楽しい
ウロコンシリーズの第２弾！

なんでももってる（？）男の子
イアン・ホワイブラウ／作
すぎはらともこ／絵
石垣賀子／訳
徳間書店
¥1,300 933
978－4－19－862947－2
小中 小高 一般 小図

大金持ちのナンデモモッテル
家の一人息子フライが持ってい
なかったもの、それは友だちや家
族との絆など、お金では買えない
ものでした。それを気付かせてく
れたのは、ごく普通の男の子ビリ
ーとの出会いです。

おじいちゃんとケーキをつくろう
マリサ・ロペス＝ソリア／作
つちだよしはる／絵
宇野和美／訳
日本標準
¥1,400 963
978－4－8208－0446－8
小中 一般 小図

引っ越しをして、大好きなもの
とはなれ、さびしそうなカミーラ。
そんなカミーラが、おじいちゃん
とおかしを作り、その中で人生に
ついての話を聞き、元気になって
いく。実際におかしの作り方も載
っている、楽しい本。
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小学校高学年むき

フィボナッチ
ジョセフ・ダグニーズ／文
ジョン・オブライエン／絵
渋谷弘子／訳
さ・え・ら書房
￥1,500 え
978－4－378－04126－1
小高 一般 小図

「のうなし」と呼ばれたフィボ
ナッチ。しかし、彼は世界を旅行
しながら大好きな数学を学び続
け、数学上の大発見をする。数へ
の関心を高めると共に、興味ある
ことに取り組み続けることの大
切さを語る絵本。

赤い髪のミウ

末吉暁子／著
平沢朊子／画
講談社
￥1,400 913
978－4－06－216378－1
小高 一般 小図

不登校を続けていた航は、６年
生の春から沖縄の神高島にある
小学校に留学することにした。島
で最初に知り合ったのは、赤い髪
の尐女・ミウ。神が宿るといわれ
る島で、不思議な体験を通して成
長する尐年の物語。

クルーの空

熊谷千世子／作 宮尾和孝／絵
文研出版
￥1,300 913
978－4－580－82111－8
小高 一般 小図

中国からの帰国子女、大山さん
は、言葉の壁があってなかなかク
ラスに溶け込めない。大地もつい
意地悪をしてしまう。大山さんが
カラスの世話をしていたことを
知るところから始まる二人の心
のふれあいを描いた本。

さすらい猫ノアの伝説

重松清／著 杉田比呂美／絵
講談社
￥1,300 913
978-4-06-216291-3
小高 一般 小図
12

健太のクラスに、首に風呂敷包
みを巻き付けた黒猫ノアがやっ
て来た。ノアは、クラスのみんな
が忘れてしまった大切なことを
思い出させてくれるさすらい猫
だ。健太たちは、大切なことを思
い出すことができるだろうか。

ピアチェーレ
にしがきようこ／作
北見葉胡／画
小峰書店
￥1,400 913
978－4－338－25002－3
小高 中学 一般 小図 中図

祖父母に育てられ、家族に遠慮
し、友達にも本心を話さない嘉穂
は、友達の母で声楽家の後藤先生
に声をほめられ、歌を習い始める。
歌に打ち込む中で、尐しずつ歌で
「自由に」自分を表現できるよう
になっていく。

ひぐれのラッパ

安房直子／作 ＭＩＣＡＯ／画
福音館書店
￥1,400 913
978－4－8340－2578－1
小高 一般 小図

動物と人間との織りなす、ちょ
っと不思議な物語の短編集。本当
にありそうで、なさそうな上質な
童話の世界で、幻想の中に、命の
大切さや人の心の深遠を考えさ
せてくれる。
「猫の結婚式」
「ねず
みの福引き」
「春の窓」他。

秘密のスイーツ[児童書版]
はやしまりこ／作
いくえみ綾／え
ポプラ社
￥1,200 913
978－4－591－12204－4
小高 中学 一般 小図 中図

不登校の理沙は、神社の穴に携
帯電話を落とす。拾ったのは、66
年前の雪子。穴はタイムトンネル
だったのだ！雪子との電話から、
戦争中の悲惨な生活を知り、穴か
ら現代のお菓子を送ることで、理
沙は変わり始める…。

竜の座卓
朝比奈蓉子／作
金沢まりこ／絵
偕成社
￥1,200 913
978－4－03－727120－6
小高 中学 一般 小図 中図
クロティの秘密の日記
パトリシア・Ｃ．マキサック／作
門内幸恵／画 宮木陽子／訳
くもん出版
￥1,500 933
978－4－7743－1886－8
小高 中学 一般 小図 中図

亡くなった祖父と一緒に作っ
た座卓を父親が捨ててしまった
ことに腹を立てる中学１年生の
兄と小学５年生のぼく。座卓には
兄弟へむけた祖父の強い思いが
刻まれていた。二人の兄弟の成長
と家族との交流を描いた物語。
单北戦争直前のアメリカ单部
を舞台にし、過酷な奴隷制度の中
で、奴隷に禁止されていた「学ぶ」
ことで「自由」の意味を探り、
「自
由」の実現を求め続けた尐女の日
記。人権について語られている上
に、
「言葉を学び、イメージし、
行動する」学ぶことの本当の意味
が分かる物語。
13

モーツァルトはおことわり
マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォアマン／絵
さくまゆみこ／訳
岩崎書店
￥1,400 933
978－4－265－82025－2
小高 中学 一般 小図 中図

バイオリニストのパオロは、父親
が生きている間、モーツァルトは
弾かないという約束を守ってい
た。ナチスの強制収容所で、オー
ケストラの団員として、生き延び
るために演奏していたユダヤ人
の辛く苦しい物語。

忘れないよリトル・ジョッシュ
マイケル・モーパーゴ／作
牧野鈴子／絵 渋谷弘子／訳
文研出版
￥1,300 933
978－4－580－82112－5
小高 一般 小図

2001 年にイギリスで起こった
口蹄疫病。家族のような家畜を残
らず殺さねばならない悲惨さを
経験した 13 歳の女の子の悲しみ。
報道で知る口蹄疫の事実よりも
そのつらさが実感としてとらえ
ることができる物語。

わたしの犬、ラッキー
ダイアン・メイコック／作
佐藤真紀子／絵 若林千鶴／訳
あすなろ書房
￥1,300 933
978－4－7515－2473－2
小高 一般 小図

マギーは、父親の落盤事故によ
る死とそれに伴う転居のため、愛
犬ラッキーの新しい飼い为を探
すこととなる。他とは違う風貌や
性格、体等から抱いてしまう偏見。
尐女が勇気を出すことで偏見を
克朋していく姿を描く。

中学生むき

獣の奏者

Ⅲ探求編
降臨の野の奇跡から十一年後、

14

上橋菜穂子／著
講談社
¥1,600 913
978－4－06－215632－5

エリンは夫イアルと息子ジェシ
と幸せな生活を送っていた。しか
し、闘蛇村での大量死の原因を探
るように命じられたエリンは、歴
史の闇に埋もれていた驚くべき

中学 一般 中図

事実に行きあたる。

獣の奏者

Ⅳ完結編

上橋菜穂子／著
講談社
¥1,600 913
978－4－06－215633－2
中学 一般 中図

王獣たちを武器に変えるため
に、ひたすら訓練を繰り返すエリ
ン。激化していくラーザとの戦い
の中で、王獣たちを解き放ち、夫
と息子と穏やかに暮らしたいと
願うエリンの思いは叶うのか？
物語は大いなる結末を迎える。

竜の木の約束

浜野京子／作
丹地陽子／絵
あかね書房
￥1,300 913
978－4－251－07301－3
中学 一般 中図

14 才転校生のケイは，竜の木
の下で不思議な尐年「マコト」と
出会う。クラスの女の子「麻琴」
とそっくりの…。本当の友達って
何？ゆれる中学生の微妙な友人
関係、親子関係、そして、
「生き
方」を考える。

リリース

草野たき／著
ポプラ社
￥1,300 913
978－4－591－11734－7
中学 一般 中図

中学２年の明良は、医者だった
父の生まれ変わりとして周囲か
ら期待されていた。しかし、バス
ケに興味をもつ明良には、その期
待が重かった。家族、友達との関
わりの中で進路を見つめ直し、成
長していく姿が描かれている。

サリーの帰る家
エリザベス・オハラ／作
吉実恵／画
もりうちすみこ／訳
さ・え・ら書房
¥1,700 933
978－4－378－01485－2
中学 一般 中図

「夢見るサリー」と言われてい
たアイルランドの尐女サリーは
13 歳。父の急死で、サリーと妹
は遠い農場で働くことになった。
厳しい現実の中でも、希望を失わ
ず過ごすうちに、自分自身の成長
に気付く姿にエールを送りたく
なる。

ピーティ
ベン・マイケルセン／作
千葉茂樹／訳
鈴木出版
￥1,500 933
978－4－7902－3232－2
中学 一般 中図

「ピーティ」は1990 年代のア
メリカに生まれた脳性マヒの男
の子。病気を理解されない過酷な
状況の中、純粋なたくましい精神
力で70 過ぎまで生きる。なぜ人
は生まれてくるのかを考えさせ
る読後感のさわやかな作品。
15

わたしは、わたし
ジャクリーン・ウッドソン／作
さくまゆみこ／訳
鈴木出版
￥1,400 933
978－4－7902－3233－9
中学 一般 中図

父は同僚が無実の黒人尐年を
射殺するところを目撃する。真実
の証言による証人保護プログラ
ムは、家族のアイデンティティを
奪うものだった。自分たちの苦し
みにうちかち、再生していく家族
を尐女の姿を中心に描く。

ヒトラー・ユーゲントの若者たち
Ｓ．Ｃ．バートレッティ／著
林田康一／訳
あすなろ書房
￥1,300 936
978－4－7515－2217－2
中学 一般 中図

ヒトラー・ユーゲント（ヒトラ
ー青年団）
。これは、ナチスに洗
脳されナチスの党員となるべく
教育された十代の尐年尐女の物
語。彼らは自ら進んで弾圧システ
ムの一部になったのか？改めて
戦争とは何かを考える本。

小さな可能性
マルヨライン・ホフ／著
野坂悦子／訳
小学館
¥1,300 949
978－4－09－290537－5
中学 一般 中図

Ｂ
３

医者として戦地へ向かったパ
パが無事帰ってくることが「小さ
な可能性」
。行方不明になったパ
パを思う不安に、オランダの女の
子キークとママはそれぞれの行
動をする。不安にどう立ち向かえ
ばよいのかを考えさせてくれる。

０～８類
社会科学

みんながつかうたてものだから
市民ホ－ルに行った男の子は、

16

サジヒロミ／文・絵

様々なユニバ－サルデザインを
目にする。廊下や階段の手すりや

偕成社
￥1,000 369
978－4－03－318150－9

トイレの工夫などが、分かりやす
い言葉を使い、ひらがなで書かれ
ている。低学年の子どもが福祉に

小低 小中 一般 小図

ついて学ぶことができる。

４

自然科学

あさひやま動物記

1

小菅正夫／作
秋草愛／絵
今津秀邦／写真
角川書店
￥640 480

日本初のホッキョクグマの子
育て成功までの道のり、育児放棄
するチンパンジーの飼育など。動
物園を行動展示で一躍大人気に
した元園長の記録。自然界で繰り

978－4－04－631101－6
小高 中学 一般 小図 中図

返される生命のつながりの素晴
らしさに気付かせてくれる。

ころころパンダ

ひさかたチャイルド

笹をもぐもぐ、木登りしたり、
でんぐり返ししたり…愛らしい
パンダの写真を基にその生態に
迫ります。パンダの豆知識も記載

￥1,400 489
978－4－89325－058－2
幼年 小低 一般 小図

され、読み聞かせにもぴったり。
思わずパンダに会ってみたくな
る科学絵本。

５

技術・工学

小惑星探査機「はやぶさ」
宇宙の旅
私たちに感動や希望を与えて
佐藤真澄／著 渡辺勝巳／監修
汐文社
￥1,400 538
978－4－8113－8732－1

くれた小惑星探査機「はやぶさ」
。
「はやぶさ」の誕生から絶望的と
考えられた地球への帰還まで、分
かりやすく書かれている。宇宙に
対する興味をかきたたせてくれ

小高 一般 小図

る本である。
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なおこ、宇宙飛行士になる
星を見るのが大好きだった女
の子が、夢をかなえて宇宙飛行士
山崎直子／作
松井晴美／絵
角川書店
￥620 538
978-4-04-631114-6

になった。宇宙飛行士になるため
の試験や、宇宙に出るための様々
な訓練を、あきらめない気持ちと
家族や周囲の人々の協力で乗り

小高 中学 一般 小図 中図

越えた感動の物語。

７

芸術・美術

小学生のキッチンでかんた
んクラフト

18

ペットボトルで作るコサージ
ュ、石けんをけずって作るきれい

学研教育出版
￥900 750
978－4－05－203300－1

な色のオリジナル石けんなど。ク
イズ形式で、形が変わる説明もさ
れている。身近な材料で簡卖に作
れる雑貨が美しい写真や見やす

小中 小高 一般 小図

いイラストで紹介されている。
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