選定児童図書目録
平成 24 年度

本が大好きなカンガルー

ヨンデルー

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。
第２次名古屋市子ども読書活動推進計画の序章に、次の記述があります。
読書は、新しい知識や情報を与えてくれるだけでなく、感性や、表現力、
創造力を豊かなものにするとともに、子どもが生涯にわたって、より深く生
きる力を育てる上で、欠くことのできないものです。

（以下略）

次代を生きる児童・生徒に、読書の楽しさを味わわせたいと願っています。
しかしながら、現代はおびただしい情報が氾濫しています。図書も例外ではあ
りません。多量の図書が販売されています。残念ながら、疑問をもたざるをえな
い図書も販売されています。そのような中で、名古屋市児童図書選定協議会では、
毎月、鶴舞中央図書館で四つの部会に分かれて、会員が議論を重ねて、児童・生
徒に読んでほしい図書を選定してまいりました。そして、ここに平成２４年度「選
定児童図書目録」を発刊することができました。ここに掲載されている図書は、
児童・生徒が想像の翼を広げて、読書の楽しさを味わい、読書の喜びを味わうこ
とができるすばらしいもので、自信をもって推薦したい図書ばかりです。
各小中学校、図書館におかれましては、この選定児童図書目録に紹介された図
書を積極的に紹介・活用していただき、今後も読書の普及に役立てていただくと
共に、児童・生徒の読書活動の一助になれば幸いです。
最後に、児童図書選定協議会の皆様、名古屋市教育委員会、鶴舞中央図書館員
始めご指導いただいた諸先生方に厚くお礼申し上げます。

平成 25 年 5 月
名古屋市児童図書選定協議会会長
名 古 屋 市 立 正 色 小 学 校 長
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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 24 年 6 月から平成 25 年 3 月までに選定会を 10 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 70 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】
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
ＩＳＢＮ
読者対象

［版表記］

（叢書名）

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、ご了承ください。
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Ａ．絵本・９類
幼年向き
いっしょだよ
小寺卓矢／写真・文
アリス館
￥1,400 え
978-4-7520-0582-7
幼年 小低 小中 一般

小図

おでかけどうぶつえん
阿部浩志／ぶん
成島悦雄／かんしゅう
北村直子／え
学研教育出版
￥1,400 え
978-4-05-203549-4
幼年 小低 小中 一般

おやゆびさん
風木一人／作
ひろかわさえこ／絵
鈴木出版
￥1,100 え
978-4-7902-5232-0
幼年 一般

まほうのコップ
藤田千枝／原案
長谷川摂子／文
川島敏生／写真
福音館書店
￥800 え
978-4-8340-2747-1
幼年 小低 一般 小図

小図

森にはたくさんの「いっ
しょ」がある。草は水と
いっしょ。木はお日さまと
いっしょ。たねは風といっ
しょ。目に見えるもの、見
えないもの･･･。森は、
「いっしょ」でいっぱい。
共に生きるいのちを見つめ
る写真絵本。

中央の動物達の絵を見る
だけで充分楽しいが、周り
の小さな絵や文は大人でも
楽しめる。君と比べてごら
んという問いで、ぐっと動
物達が身近に感じられる。
幅広い年齢の子ども達が、
何度も手に取ってくれそう
な絵本。

おやゆびさんは他の４本
の指とちょっと違う。仲間
はずれ？いいえ、みんなと
とっても仲良し。身近な自
分の指に視点を当てたカラ
フルでかわいらしい絵。絵
の動きに合わせ思わず指を
動かしたくなる楽しい絵
本。
コップに水を入れただけ
で、あれあれ不思議。コッ
プの後ろに置いた身近なも
のが、見る角度や距離など
によって、姿を変身させ
る。コップの形でも大きく
変わる。すぐに「自分で
やってみよう」という気持
ちになる科学絵本。

小学校低学年むき
いつもみていた
ジャネット・ウィンター／作
まえざわあきえ／訳
福音館書店
￥1,400
え
978-4-8340-2701-3
小低 小中 小高 一般 小図

おいっちにおいっちに
トミー・デ・パオラ／作
みらいなな／訳
童話屋
￥1,500
え
978-4-88747-114-6
小低 小中 小高 一般

小図

かあさんふくろう
イーディス・サッチャー・ハード／作
クレメント・ハード／絵
おびかゆうこ／訳
偕成社
￥1,100
え
978-4-03-202740-2
小低 小中 一般 小図

りんご畑の１２か月
松本猛／文
中武ひでみつ／絵
講談社
￥1,400 え
978-4-06-132517-3
小低 小中 一般 小図

自然の中にいる動物を観
察したい、いつかアフリカ
に行ってさるたちと暮らし
たい、という夢を実現させ
たジェーン。動物行動学者
となったジェーンの子ども
時代から現在までをわかり
やすい絵とともに描
いた
伝記。
男の子が小さい頃、歩き
方を教えてくれたおじい
ちゃん。男の子は、おじい
ちゃんが大好き。ところ
が、ある日、おじいちゃん
が病気で寝たきりになっ
て、男の子のこともわから
なくなり…。心温まる家族
の
愛の絵本。
古いリンゴの木に住みつ
いたふくろうが卵を産み、
餌をとり、ひなを一人前に
育てる様子など、ふくろう
一家の1年を、美しい木版画
で丁寧に描いた絵本。ふく
ろうの正確な姿態や生態が
分かる科学絵本。

安曇野の美しいけれど厳
しい自然の中で、おいしい
りんごをつくるために、農
家のおじさんは愛情をこめ
て一年間働く。
甥っ子への手紙という形
で、りんご畑の一か月ごと
のうつりかわりが瑞々しく
描かれた絵本。

一さつのおくりもの
森山京／作
鴨下潤／絵
講談社
￥1,100 913
978-4-06-198190-4
小低 一般 小図

オレンジラインの電車にのっ
て
粕淵輝雄／げんさく
天沼春樹／さく
山田和明／え
交通新聞社
￥1,200 913
978-4-330-27612-0
小低 小中 一般 小図

しまうまのたんじょうび

トビイルツ／作・絵
ＰＨＰ研究所
￥1,100 913
978-4-569-78249-2
小低 一般 小図

じゃんけんのすきな女の子
松岡享子／さく
大社玲子／え
学研教育出版
￥1,100 913
978-4-05-203657-6
小低 一般 小図

ちょっとだけタイムスリップ
花田鳩子／作
福田岩緒／絵
ＰＨＰ研究所
￥1,100 913
978-4-569-78246-1
小低 小中 一般 小図

毎日欠かさず読んでいる
大好きなクマタの絵本。そ
の本を大雨で何もかもが水
につかってしまった学校へ
送ることに決めました。
送った後、さみしい気持ち
でいたクマタでしたが、あ
る日、お手紙が届いたので
す。
東海道本線を走るオレン
ジラインの入った313系。電
車内で起こる様々なこと。
体調不良のお客さんが出
た･･･猫の忘れ物？車掌のハ
ルオさんと運転士のアキオ
さんはお客の安全第一で走
らせる。各駅停車の心温ま
る物語。

得意なことや性格が違
い、やる気はあるけれど、
みんながばらばら…こんな
ことありませんか？サバン
ナの動物達も誕生会の準備
をうまくできません。しか
し、読み進んでいくと『違
う』ことの良さに気付くこ
とができます。
じゃんけんの好きな女の
子は、何を決めるにもじゃ
んけん。朝起きるのも、片
付けも。ある日とても大切
なことを猫とのじゃんけん
で決めることになってし
まった女の子は…。

「どこの海に行ったんだ
よ」「ん…、ハ、ハワイ」
「ほんと！」思わずついて
しまったうそがとまらなく
なった。タイムスリップし
てうそをつく前に戻れたら
いいのに。勇気をふりし
ぼって本当のことを言った
ら…。

はやくはやく
飯野由希代／作
藤田ひおこ／絵
文研出版
￥1,200 913
978-4-580-82137-8
小低 一般 小図

やくそくだよ、ミュウ
小手鞠るい／作
たかすかずみ／絵
岩崎書店
￥1,000 913
978-4-265-06295-9
小低 一般 小図

ゆれるシッポの子犬・きらら
今西乃子／著
浜田一男／写真
岩崎書店
￥1,200 916
978-4-265-83011-4
小低 小中 一般 小図

ねずみのオスカーとはるのお
くりもの
リリアン・ホーバン／作
みはらいずみ／訳
のら書店
￥1,300 933
978-4-905015-09-3
小低 一般 小図

ライオンがいないどうぶつ園
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
978-4-19-863395-0
小低 小中 一般 小図

つい使ってしまう「はや
く、はやく」という言葉。
でも時には「はやく」では
なく「ゆっくり」と過ごす
時間も大切なのでは！？そ
んなことに気付かせてくれ
る楽しいお話。そして、主
人公が最後に言う言葉とは
…。
ミュウは、優しくて、強
い、僕のお姉ちゃんだ。
ミュウは、僕が生まれる前
からこの家に飼われている
犬である。僕は、ずっと
ミュウの傍で成長してき
た。そのミュウの死と向き
合い、僕は、優しく強い人
になると約束する。
「きらら、うなってはだ
め。しかえしでは幸せにな
れないのよ」捨てられた親
子。保健所の部屋での別
れ。それでも、もらわれた
先でポカポカの心を育む。
人間も犬も共に幸せとはど
ういうことか、子犬の目線
から問う物語。
とても寒い冬、ねずみの
オスカーとおとうさんは、
春に生まれる赤ちゃんとお
かあさんのために食べ物探
しに大忙し。ある日、食べ
物探しに出掛けたおとうさ
んが帰って来なくな
り・・・。家族への思いや
りがつまったお話。

プリッツェル町の町長
は、動物が好きな町の人た
ちのために動物園を作っ
た。ところが、ライオンが
いなかったので、町の子ど
もたちは、ある作戦を考え
る。ライオンがほしい子ど
もたちと町長が繰り広げる
楽しいお話。

あたしって、しあわせ！

小学校へ入学するわくわ
くした気持ち、友達ができ
ていつも一緒にいられるう
れしさ、クラスのみんなと
遊ぶ楽しさが伝わってくる
心があたたかくなる一冊で
ある。母親が死んでしまっ
ていなくても、親友が引っ
越してしまっても、前向き
に考え、幸せを感じられる
物語。

ローセ・ラーゲルクランツ／作
エヴァ・エリクソン／絵，
菱木晃子／訳
岩波書店
￥1,500 949
978-4-00-115652-2
小低 小中 一般 小図

小学校中学年むき
風をつかまえたウィリアム
ウィリアム・カムクワンバ／文
ブライアン・ミーラー／文
エリザベス・ズーノン／絵
さくまゆみこ／訳
さ・え・ら書房
￥1,400 え
978-4-378-04134-6
小中 小高 一般 小図

しっぽとおっぽ
内田麟太郎／著
岩崎書店
￥1,200 911
978-4-265-80207-4
小中 小高 中学 一般

地球パラダイス
工藤直子／詩
石井聖岳／絵
偕成社
￥1,200 911
978-4-03-232410-5
小中 小高 一般 小図

小図

中図

アフリカの貧しい村で日
照りが続き、飢きんにな
る。家にお金がなくなり、
ウィリアムは学校をやめる
しかなかった。しかし、彼
は図書館で科学の本と出合
い、ゴミ捨て場から集めた
材料で風車を作る。実話に
基づいた絵本。

「しさむともやみ」は何
か？これは「あいうえお作
文」として宮本武蔵を題材
にした詩である。くすっと
笑える詩、どひゃっと心に
つきささる詩。読み終える
といつの間にか顔がゆるむ
のを感じる。言葉遊びも豊
富で、楽しみながら心と対
話できる本。
空、花、木、草、虫、彼
らの気持ちを詩という目盛
りで測定してみたら？ほっ
こりと温かい言葉のあと
に、輝く色彩の絵がパタダ
イスの余韻を味わわせる詩
の絵本である。

おいらはケネルキャットサス
ケ
中村文人／作,
むかいながまさ／絵
佼成出版社
￥1,300 913
978-4-333-02538-1
小中 小高 一般 小図

劇団６年２組
吉野万理子／作
宮尾和孝／絵
学研教育出版
￥1,300 913
978-4-05-203559-3
小中 一般 小図

ドラゴンのなみだ
佐々木ひとみ／作
吉田尚令／絵
学研教育出版
￥1,300 913
978-4-05-203560-9
小中 小高 一般 小図

ポテトサラダ
福明子／作
江頭路子／絵
学研教育出版
￥1,300 913
978-4-05-203542-5
小中 一般 小図

夜明けの落語
みうらかれん／作
大島妙子／絵
講談社
￥1,300 913
978-4-06-283223-6
小中 一般 小図

ある日、盲導犬訓練セン
ターに、真っ白な子ネコが
やってきた。名前はサス
ケ。サスケはケネルキャッ
トとして、多くの人、訓練
犬に愛された。ケネル
キャットの任務とは？ ネ
コと訓練犬たちの感動のお
話。

卒業前のお別れ会で劇を
やる6年2組。芝居の役の気
持ちへの理解を深めるうち
に、友達の気持ちにも少し
づつ気づくようになる。ク
ラス全員でリアルなシンデ
レラを作り、演じ終えるま
での子どもたちの成長が描
かれる。
祖父の村の祭りを手伝う
ことになった男の子。そこ
で出会ったのは、ドラゴン
のような気が荒い女の子。
鳥追い祭りを成功させたい
という同じ思いで過ごすう
ちに、気が合わなかった二
人にも本当の友情が生まれ
てくる。
ぼくは、肉屋の店先の空
飛ぶ豚のぬいぐるみトント
ン。このお店のポテトサラ
ダが大好きなケイくんから
おじいさんへのプレゼン
ト。ケイくんやおじいさん
のピンチを救うのは命のポ
テトサラダ。優しさにあふ
れた物語。
小学4年の暁音は、音読
や、発表が苦手。そんな暁
音のスピーチ当番を落語好
きな三島君が助ける。気持
ちを言葉にして素直に相手
に伝えることが、無口な
子、おしゃべりな子両方に
とって難しい様子がよく描
かれている。

アンナのうちはいつもにぎや
か
アティヌーケ／作
ローレン・トビア／絵
永瀬比奈／訳
徳間書店
￥1,300 933
978-4-19-863446-9
小中 一般 小図

クリスマスのりんご
ルース・ソーヤー／ほか文
アリソン・アトリー／ほか文
たかおゆうこ／絵
上条由美子／編・訳
福音館書店
￥1,500 933
978-4-8340-2748-8
小中 小高 一般 小図

地獄坂へまっしぐら！
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
￥1,200 933
978-4-580-82180-4
小中 一般 小図

ハンナの学校
グロリア・ウィーラン／作
スギヤマカナヨ／絵
中家多惠子／訳
文研出版
￥1,200 933
978-4-580-82161-3
小中 一般 小図

名犬ボニーはマルチーズ1
ベル・ムーニー／作
スギヤマカナヨ／絵
宮坂宏美／訳
徳間書店
￥1,200 933
978-4-19-863428-5
小中 一般 小図

アフリカの女の子は父
母，祖父母に従兄弟や伯父
伯母の大家族でにぎやかに
暮らしている。アフリカの
文化や習慣，日常生活がさ
し絵も交えながら生き生き
と伝わる。家族のあたたか
さがいっぱい詰まった物語
である。

９つの短編が盛り込ま
れ、クリスマスを迎える奇
跡を集めた物語。様々な国
で起こるクリスマスの出来
事、動物や人形などが起こ
す魔法など、どれも心温ま
るお話が集められている。
カラーの挿し絵もあって読
みやすい。
勇気ある少年たちが自転
車で一気に駆け下りる度胸
試しの地獄坂。自転車に乗
れないマーヴィンは友達に
誘われるままに地獄坂を降
りることに・・・。自分の
ために挑戦をする決意をす
る主人公の勇気が描かれた
本。
ハンナは目の見えない女
の子で、家の中だけで生活
していた。ある日、学校の
先生が下宿することにな
り、ハンナは学校生活を始
めることになる。目が見え
なくても、学ぶ喜びを味わ
い、自立していく少女の心
温まるお話。
犬がほしくてたまらない
ハリー。ある日、飼いたい
犬と全くイメージが違う犬
をお母さんが連れてくる。
新しい町に引っ越し不安
いっぱいの母子を小さなマ
ルチーズのボニーが勇気づ
ける。犬のボニーが活躍す
る物語。

小学校高学年むき
有松の庄九郎

江戸の初め、街道筋の整
備のため有松に移住した百
姓達は、作物の実らない土
地に苦労する。リーダーの
庄九郎は、藍の絞り染めで
生計を立てようと仲間を説
き、工夫を重ねた。有松絞
りを始めた人達を生き生き
と描く。

中川なをみ／作
こしだミカ／絵
新日本出版社
￥1,500 913
978-4-406-05651-9
小高 一般 小図

糸子の体重計
いとうみく／作
佐藤真紀子／絵
童心社
￥1,400 913
978-4-494-01956-4
小高 中学 一般 小図

中図

お父さん、牛になる
晴居彗星／作
ささめやゆき／画
福音館書店
￥1,300 913
978-4-8340-2715-0
小高 中学 一般 小図

中図

古事記
ストーリーで楽しむ日本の古典1
那須田淳／著
十々夜／絵
岩崎書店
￥1,500 913
978-4-265-04981-3
小高 中学 一般 小図

中図

主人公糸子と周囲の子ど
もの５人の子ども達の視点
から、家庭、自分自身、一
人ではどうしようもできな
いことにひたむきに向き
合って生きる姿が描かれ、
天真爛漫な糸子の行動が知
らず知らずに周りを救うこ
とになる。希望の明日を確
信できる本である。
ある朝、お父さんが牛に
なっていた。小学生５年生
の視点で、周囲に隠してお
父さん牛の世話をする家族
の様子がリアルに描かれ
る。お父さんが牛になった
ことで見えた家族の在り方
や絆について考えさせられ
る話。
まさに、ストーリーで楽
しむ日本の古典と言える。
いつのまにか、自分に語ら
れているのではないかとい
う楽しさを味わうことので
きる物語である。古典への
入り口としたい1冊である。

世界一かわいげのない孫だけ
ど…
荒井寛子／作
勝田文／絵
ポプラ社
￥1,300 913
978-4-591-13029-2
小高 一般 小図

空へのぼる
八束澄子／作
講談社
￥1,300 913
978-4-06-283224-3
小高 中学 一般 小図

中図

魂を追う者たち
広嶋玲子／著
講談社
￥1,400 913
978-4-06-217807-5
小高 中学 一般 小図

中図

花実の咲くまで
堀口順子／作
みずうちさとみ／絵
小峰書店
￥1,400 913
978-4-338-25007-8
小高 中学 一般 小図

中図

１００回目のお引っ越し
後藤みわこ／著
講談社
￥1,300 913
978-4-06-217745-0
小高 中学 一般 小図

中図

東京から祖母のいる田舎
に引っ越してきた、５年生
の美波。家にも学校にも、
どこにも居場所がなく、自
分はずっとよそ者でいいい
と思っていた。でも、演劇
部にはいってから、少しず
つ何かが変わってきた。

「命をつなげる」ことを
目的として生き物は生きて
いる。妊娠した姉・桐子が
迷いながらつかんだ決意。
小五の乙葉は「命の授業」
で触れた生まれることの意
味を、親代わりとして育て
てくれた姉の姿から体感し
ていく。
「牙の民」の少女ディン
カは、双子の妹セゼナと暮
らしていたが、ある時セゼ
ナが何者かに魂を奪われて
しまう。ディンカは、セゼ
ナを抱え、ギバとリークと
いう二人の仲間とともに、
妹の魂を追う旅にでる。

有名な落語家だった死ん
だじいちゃんが、新太郎の
前に現れた。中学卒業後は
弟子入りを望む新太郎に、
周囲は進学を薦める。落語
だけに没頭したい気持ち
や、周囲とのやりとりなど
中学生らしい心の機微が伝
わってくる。

名古屋在住の小学６年生
のタツルは、おじさんの営
む引っ越し屋の手伝いをし
ている。記念すべき第100号
は、「引っ越したくない」
という頑固ばあさんだっ
た。「物」だけでない
「心」の引っ越し物語。

平家物語 ストーリーで楽し
む日本の古典４
石崎洋司／著
岡本正樹／絵
岩崎書店
￥1,500 913
978-4-265-04984-4
小高 中学 一般 小図

中図

ヘンダワネのタネの物語
新藤悦子／作
丹地陽子／絵
ポプラ社
￥1,300 913
978-4-591-13095-7
小高 一般 小図

夜の学校
田村理江／作
佐竹美保／絵
文研出版
￥1,400 913
978-4-580-82188-0
小高 中学 一般 小図

中図

よるの美容院

市川朔久子／著
講談社
￥1,300 913
978-4-06-217686-6
小高 中学 一般 小図

絵が好きな変人扱いされ
ている５年生のナオとイラ
ン人の両親を持つアリは同
級生。絵が好きなことを隠
さず平気なナオとイラン人
らしさを消そうと振舞うア
リは、自分たちのアイデン
ティティや個性について考
える。
軽い気持ちで雫をいじめ
ていた蘭。しかし、もう一
つの世界にまぎれ込んでし
まうと、自分が雫の立場に
立たされていた。そこで気
付く大切なこととは…。
ページをめくるたび、蘭と
一緒に考えていくことがで
きる。

中図

友人の交通事故がきっか
けで話せなくなったまゆ子
は、ひるま美容院に身を寄
せる。ナオコ先生の魔法の
シャンプー、個性的な商店
街の人たちとの交流は、ま
ゆ子の心を解き放ってい
く。手のぬくもりを感じら
れる作品。

中図

林業に携わる祖父を持つ
小学5年の男の子、喜樹（き
じゆ）。林業を営む厳しさ
ゆえに祖父に冷たい家族。
百年杉の伐採や姉の進路変
更などをきっかけに、三世
代の家族がお互いに向き合
い、そして林業への理解を
深める。

林業少年
堀米薫／作
スカイエマ／絵
新日本出版社
￥1,500 913
978-4-406-05666-3
小高 中学 一般 小図

小・中学校では「冒頭
部」「敦盛の最期」など原
文を朗読で楽しむ教材とし
て扱われる。現代文で全体
の流れを読むことにより、
物語のおもしろさそのもの
や今にも通じる思いを味わ
い、古典への興味関心が深
められる。

クマを追え！ブレット
田中純平／協力
あかいわしゅうご／文
北村人／絵
学研パブリッシング
￥1,200 916
978-4-05-203587-6
小高 一般 小図

大地のランナー
ジェイムズ・リオーダン／作
原田勝／訳
鈴木出版
￥1,500 933
978-4-7902-3258-2
小高 中学 一般 小図 中図

ぼくとヨシュと水色の空
ジーグリット・ツェーフェルト／作
はたさわゆうこ／訳
徳間書店
￥1,500 943
978-4-19-863518-3
小高 一般 小図

野生のクマと人間の共存
のため、軽井沢でクマ対策
犬（ベアドッグ）として活
躍するブレット。田中さん
とブレットがクマ追いの知
識や技術を磨く日々の様子
が描かれ、野生動物と人間
のあり方について考えさせ
られる。

南アフリカ共和国のアパ
ルトヘイトに武力ではな
く、走ることで立ち向かお
うとした黒人の若者がい
た。人種差別のエピソード
が具体的に描かれ。その中
で正義と自由のために奮闘
する主人公の生き方に勇気
づけられる物語。
ヤンは生まれつき心臓が
弱い男の子。体が太めの幼
なじみのヨシュは、いじ
めっ子からヤンをかばって
あげていた。逆にヨシュが
辛い苦しい時は、ヤンが励
ましていた。親友を思いや
る優しい気持ちを描いた心
温まる物語。

中学生むき
オレたちの明日に向かって
八束澄子／［著］
ポプラ社
￥1,400 913
978-4-591-13105-3
中学 一般 中図

平凡な毎日を過ごす中学
２年の花岡勇気。職場体験
の場所に選んだのは、たま
たま出会った保険屋。「ひ
とを生かす保険」という行
動に付き添っていくうち
に、少しずつ勇気の心に変
化が。勇気がわいてくる勇
気のお話。

カントリー・ロード
阪口正博／作
網中いづる／絵
ＢＬ出版
￥1,400 913
978-4-7764-0593-1
中学 一般 中図

ドレスを着た男子
デイヴィッド・ウォリアムズ／作
クェンティン・ブレイク／画
鹿田昌美／訳
福音館書店
￥1,500 933
978-4-8340-2682-5
中学 一般 中図

灰色の地平線のかなたに
ルータ・セペティス／作
野沢佳織／訳
岩波書店
￥2,100 933
978-4-00-115651-5
中学 一般 中図

山あいの田舎町に転校生
として過ごした１年。廃屋
で見つけた「故郷探し」
「友」「恋」は少年や少女
を大人へと成長させるもの
となった。美しい自然や季
節の移り変わりと共に読後
の爽快感が映像のように心
に残る作品。
デニスは、サッカーが得
意な12歳の男の子。母親が
家を出てから父と兄の３人
暮らしだった。ある日、
ファッション雑誌を見て服
の世界に夢中になり、ドレ
スを着ることになる。変身
するデニスが巻き起こす学
園コメディー。

第二次大戦中のリトアニ
ア。１５才のリナと母、弟
はソ連の秘密警察に捕ま
り、シベリアの収容所に送
られる。飢えと過酷な労働
と仲間の死。リナは事実を
絵に描くことで懸命に生き
抜く。過去の事実に基づい
た話。

Ｂ

０～８類
２

伝記

世界を変えた！
スティーブ・ジョブズ
アマンダ・ジラー／文
星野真理／訳
小学館
￥1,300 289
978-4-09-290530-6
小高 中学 一般 小図

中図

とぶ！夢に向かって

佐藤真海／文
学研教育出版
￥1,300 289
978-4-05-203555-5
小高 中学 一般 小図

中図

みっくん、光のヴァイオリン
こうやまのりお／文
佼成出版社
￥1,500 289
978-4-333-02569-5
小中 小高 一般 小図

コンピュ－タを誰でも使
える物にしたスティ－ブ・
ジョブズの伝記。小さな頃
から機械を組み立てていた
子ども時代。アップル社の
創設。挫折と失敗を繰り返
しながら、ｉｐｈｏｎｅな
ど世の中を変える様々な製
品を生み出し続けた様子
が、分かり易く描かれてい
る。
スポーツが大好きだった
少女を襲った骨肉腫という
突然の病。しかし彼女は、
大好きなスポーツを通し
て、自分らしさを取り戻
す。アテネパラリンピック
で、義足で走った初めての
日本人女性、佐藤真海さん
の物語。

ヴァイオリンとピアノが
得意な女の子、みっくん。
しかし、彼女には、右手の
ひじから先がない。そんな
みっくんがすてきな出会い
を経て、コンサートを開く
ことに。そこには、周りの
人の支えと本人の努力が
あった。

３

社会科学

災害救助犬レイラ

井上こみち／著
講談社
￥1,200 369
978-4-06-217508-1
小中 小高 中学 一般

小図

さがしています
アーサー・ビナード／作
岡倉禎志／写真
童心社
￥1,300 369
978-4-494-00750-9
小高 中学 一般 小図 中図

最後の小学校

秋山忠嗣／著
講談社
￥1,400 371
978-4-06-217526-5
小高 中学 一般 小図

中図

中図

シェパードのレイラは災
害救助犬。レイラと指導手
の村田さんは、東日本大震
災発生直後から、大きな被
害があった地域の捜索活動
を行った。一つでも多くの
命を救うために、日々訓練
を重ねる災害救助犬の物
語。

ヒロシマに原爆が落とさ
れたとき、同時に主を失っ
た「もの」たちが、語り部
となって今にうったえる。
「ぼくらはさがしているん
だ」「わすれないよ」原爆
で失ったものの尊さを、今
一度考えさせられる本。

「ぼく」が赴任したの
は、佐賀県の小さな島の小
学校。全校児童は６年生の
女の子一人。島の自然や
人々との関わりの中で、
たった一人の生徒と向き合
いながら、教えることの原
点を見つめた教師の１年間
を綴った感動物語。

４

自然科学

かがくのふしぎひゃっか

「ゾウのはなはなぜなが
いの？」「カメのこうらは
ぬげないの？」など、子ど
もたちの素朴な疑問が、平
仮名を使って、易しく書か
れた本。絵が多く、解説も
分かりやすいので、小学校
低学年から中学年におすす
め。

なかのひろみ／文
甲谷保和／監修
ひかりのくに
￥1,300 404
978-4-564-00496-4
小低 小中 一般 小図

まるごと近所の生きもの

植物から動物、昆虫等、
身近で見かける生きものを
自然の物からペットまで約
1000種を紹介。基本情報や
英名、漢字名、名前の由
来、人とのかかわりがわか
り、読んで楽しいコラムも
多数。散歩にも是非携帯し
たい一冊。

木村義志／監修
萩原信介／監修
学研教育出版
￥2,000 460
978-4-05-203541-8
小中 小高 一般 小図

いきているひかり
モリー・バング／作
ペニー・チザム／作
さくまゆみこ／訳
評論社
￥1,400
471
978-4-566-00169-5
小中 小高 中学 一般

小図

中図

サンシャイン水族館リニュー
アル大作戦
深光富士男／文
佼成出版社
￥1,500 480
978-4-333-02555-8
小高 中学 一般 小図

中図

太陽の光が、全ての命を
支えるエネルギーであり、
そのエネルギーは循環して
いることを伝える科学的な
絵本。光合成のしくみを柱
にした説明は、力強く緻密
で美しい絵によってより具
体的でわかりやすくなって
いる。

東京にある「サンシャイ
ン水族館」は、2011年8月に
リニューアルオープンし
た。生き物の移動、斬新な
展示など、様々な難題を克
服したスタッフたちの仕事
ぶりに迫る。

５

技術・工学

身近なものの進化図鑑１
スタジオダンク／作
汐文社
￥2,300 502
978-4-8113-8918-9
小中 小高 一般 小図

小惑星探査機「はやぶさ」
大図鑑
川口淳一郎／監修
松浦晋也／解説
池下章裕／ＣＧイラストレーション
偕成社
￥2,800 538
978-4-03-533710-2
中学 一般 中図

７

冷蔵庫、洗濯機など生活
に無くてはならない電化製
品の移り変わりが、見易い
写真と文章で紹介されてい
る。時代とともに,進化して
きた生活家電が、私達の生
活を変えてきたことがよく
分かる。社会科の学習にも
役立つ本。

３億㎞も離れた惑星か
ら、星のかけらを持ち帰
り、人類初の快挙を成し遂
げた「はやぶさ」。様々な
困難の末に帰還した、世界
に誇る日本の技術の結集で
ある。その冒険のすべてを
美しい写真とイラストで分
かり易く紹介する。

芸術・美術

ベートーヴェンの真実
ラッセル・マーティン／作
リディア・ニブリー／作
児玉敦子／訳
ＰＨＰ研究所
￥1,400 762
978-4-569-78236-2
中学 一般 中図

病に苦しんだ偉大な作曲
家ベートーヴェン。その死
の床で切り取られた遺髪は
約170年もの間数奇な運命を
辿り二人のアメリカ人に
渡った。その道程から歴史
的背景を語り科学調査の過
程を追った物語風ノンフィ
クション。

いのちのヴァイオリン

三百年前の物が、今なお
高い価値をもつヴァイオリ
ン。ヴァイオリンの医者で
ある作者は、東日本大震災
の流木から、「震災ヴァイ
オリン」を製作する。人間
が自然の中で生きているこ
とに気付かせてくれる本。

中沢宗幸／著
みはらいずみ／訳
ポプラ社
￥1,200 763
978-4-591-13189-3
中学 一般 中図

和楽器事典
森重行敏／編著
洗足学園音楽大学現代邦楽研究所／監
修
汐文社
￥3,200 768
978-4-8113-8876-2
中学 一般 中図

いっしょに走ろっ！
星野恭子／著
大日本図書
￥1,400 780
978-4-477-02634-3
小高 中学 一般 小図

義足の陸上選手、伴走ボ
ランティアの中学生、全盲
のマラソンランナ－の「走
ること」への挑戦。それぞ
れの頑張りが、一緒にいる
人の元気や勇気になってい
る。スポ－ツを通した人と
人とのつながりが感動的に
描かれている。

中図

速く走るコツ大研究
征矢範子／監修
ＰＨＰ研究所
￥2,800 782
978-4-569-78221-8
小中 小高 中学 一般

小図

数ある和楽器を「弾きも
の」「吹きもの」「打ちも
の」で分類し、時代による
変遷や演奏上の特色などを
詳しく解説している。世界
の類似した楽器と比較する
ことで、日本文化のエッセ
ンスを伝える参考書とも
なっている。

中図

どのスポーツでも基本と
なる「走る」ことのコツ
を、図解している。足の上
げ方や腕の振りなど一つ一
つの動きを写真を使って分
かり易く解説する。子ども
達が、自分で写真を見なが
ら練習に取り組むことがで
きる。
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