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は し が き

本年度も、こうして「選定児童図書目録」を発刊する運びとなりました。

ご支援とご協力をいただきました関係各所、ならびに選定委員の皆様に心

より感謝申し上げます。

さて、文部科学省を始めとして、名古屋市においても読書の重要性に鑑み、

様々な施策が打ち出されるようになってまいりました。しかしながら、子ど

もたちを取り巻く読書環境は決して十分であるとは言えません。幼年期から

始まり、小中学生では、その発達段階に応じた読書が求められます。それぞ

れの園や学校では、読書の時間を設定したり、図書室の蔵書を充実させたり

するなど、状況に応じた工夫をしておられますが、この目録が各所やご家庭

における選書の一助となれば幸いです。

名古屋市児童図書選定協議会は、昭和 31 年に発足し、年間 11 回の協議会

を設定して、25 年度末で 625 回を数えます。この間、子どもたちだけでは選

定が困難な、読み物としての、国内外の良書を始め、美しい絵や写真で克明

に解説された調べ読みのための本など、様々な分野の本をお薦めしています。

25 年度だけでなく、これまで選定された図書については、「名古屋市児童

図書選定協議会」のＨＰに紹介されておりますので、併せてご活用いただき

ますようご案内いたします。

今後も子どもたちの豊かな読書のために、各方面からご理解とご協力をい

ただきますようお願い申し上げます。

平成 26 年 3 月

名古屋市児童図書選定協議会会長

名 古 屋 市 立 田 光 中 学 校 校 長

内 藤 典 子
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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 25 年 5 月から平成 26 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。

2. 選定図書の総点数は 67 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、書名の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。

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。

書名  副書名・巻書名 ［版表記］ （叢書名）

編著訳者、さし絵画家名

出版社

価格   分類記号

ＩＳＢＮ

読者対象
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デザインあ　あなのほん

小学館
￥1,048　え
978-4-09-734892-4
幼年  小低　一般　小図

　「なんのあな？」という問
いと穴の形のシルエットが
あって、ページをめくるとそ
の答えが写真とともに出てく
る。答えを考えながら次々に
ページをめくりたくなる。楽
しみながら穴の形や働きにつ
いて考えられる本。

ライオンをかくすには

ヘレン・スティーヴンズ／作
さくまゆみこ／訳
ブロンズ新社
￥1,400　え
978-4-89309-560-2
幼年  小低　一般　小図

　帽子を買いに来ただけなの
に街の人に追われてしまうラ
イオンを、アイリスがあの手
この手でかくします。アイリ
スはうまくライオンをかくす
ことができるでしょうか？小
さな女の子とライオンの心温
まるストーリーです。

おおやまさん

川之上英子／さく・え,
川之上健／さく・え
岩崎書店
￥1,300　　え
978-4-265-08127-1
幼年  小低　一般　小図

　おおやまさんは幼稚園バス
の運転手。いつも怖い顔なの
で、子どもたちに人気があり
ません。でもおおやまさんに
は、怖いだけではない、別の
顔もあるらしいのです。人柄
がにじみ出るような絵が魅力
の絵本。

まちにはいろんなかおがいて

佐々木マキ／文・写真
福音館書店
￥800　え
978-4-8340-8017-9
幼年  小低　一般　小図

　町の中を歩いていると、い
ろんな顔が見つかる。ボタン
や穴などが目、鼻、口にな
り、顔に見えてくる。マン
ホールや家の壁、押しボタン
信号、公園の遊具など、いろ
んなところにいろんな顔があ
る。町の中を散歩したくなる
本。

Ａ．絵本・９類

幼年向き
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ゆみちゃんとえんぴつさん

かたおかけいこ／作
たるいしまこ／絵
ひさかたチャイルド
￥1,200　え
978-4-89325-891-5
幼年  小低　一般　小図

　お母さんからもらった鉛筆
で、毎日たくさん絵をかいた
ゆみちゃんが、突然絵をかか
なくなった理由とは…。相手
を思う気持ち、ものを大事に
する気持ち、そして、絵をか
くことの楽しさが伝わるお
話。

バナナのはなし

伊沢尚子／文　及川賢治／絵
福音館書店
￥900 　え
978-4-8340-2765-5
幼年  小低　小中　一般　小図

　バナナを冷蔵庫に入れると
どうなる？一週間後黒くなっ
てた。どうして？バナナは暑
い所で育つから寒いのが苦
手。冷やすと弱って黒くなる
けど、腐ってないよ。他にも
バナナの「なるほど」がたく
さん詰まった絵本。

いちばんでんしゃのうんてんし

たけむらせんじ／ぶん
おおともやすお／え
福音館書店
￥1,300　　え
978-4-8340-8028-5
幼年  小低　小中　一般　小図

　一番電車の運転士の仕事を
誠実に丁寧に描いている。子
どもたちの好奇心を満たし、
あたかも運転士になったかの
ような気分を味わえるほど細
部まで描き込まれ、わかりづ
らい言葉には説明書きもあ
る。電車好きな子には、たま
らない。

みんなそれぞれ

ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作・絵
ＰＨＰ研究所
￥1,300　え
978-4-569-78372-7
幼年  小低　小中　一般　小図

　動きを表す言葉に、様子を
表す言葉を加えて表現してあ
る。例えば、「あるく」なら
「はりきってあるく」「うな
だれてあるく」「ふまれない
ようにあるく」など。カラフ
ルな絵を見ながら、言葉を楽
しんで語彙を広げられる絵
本。

チョウのはなし

ダイアナ・アストン／文
シルビア・ロング／絵　千葉茂樹／訳
ほるぷ出版
￥1,500　え
978-4-593-50546-3
幼年  小低　小中　小高　中学
一般　小図　中図

　チョウはがまんづよい。
チョウはやくにたつ。チョウ
はきけん。チョウはたびをす
る…。知らなかったチョウの
生態やチョウの不思議が美し
いイラストで描かれており、
子どもの知的好奇心を満たす
知識絵本。
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つなみてんでんこ　はしれ、
上へ！

指田和／文　伊藤秀男／絵
ポプラ社
￥1,300　え
978-4-591-13220-3
小低　小中　一般　小図

　普段から津波を想定して訓
練していた小中学生が、「い
のち」を守るために取った行
動が、後に「釜石の奇跡」と
呼ばれた。迫り来る津波から
保育園児やお年寄りまで全員
を伴って避難する様子が臨場
感豊かに描かれる。

ちきゅうがウンチだらけにな
らないわけ

松岡たつひで／さく
福音館書店
￥1,400　え
978-4-8340-8008-7
小低　小中　一般　小図

　世界中でいろいろないきも
のがウンチをしたら、地球は
ウンチだらけにならないの？
ウンチを食べるいきもの、ウ
ンチにかくれるいきもの、種
を運ぶウンチなど、ウンチの
不思議やいきもののウンチに
ついて犬の目線でわかりやす
く解説している絵本。

ときめきのへや

セルジオ・ルッツィア／作
福本友美子／訳
講談社
￥1,500　え
978-4-06-283072-0
小低　小中　一般　小図

　ねずみのピウス・ペローシ
は、ものを集めるのが大好
き。森や海や町で、いろんな
ものを見つけては棚にしまっ
ていた。ところが、友達の言
葉に最初に見つけた宝物を捨
てる。自分にとっての大切っ
て何かに気づかされる。

雪のおしろへいったウッレ

エルサ・ベスコフ／作・絵
石井登志子／訳
徳間書店
￥1,400　え
978-4-19-863764-4
小低　小中　一般　小図

　誕生日にもらったスキーを
はいて森の中へ行ったウッ
レ。途中出会った霜じいさん
と一緖に冬王さまの所へ行
く。そこでは、みんなでス
キーやそりを作ったり雪合戦
をしたりして冬の生活を楽し
む。冬のファンタジーの世界
を味わえる本。

小学校低学年むき
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ジャーニー

アーロン・ベッカー／作
講談社
￥1,500　え
978-4-06-283077-5
小低　小中　小高　一般　小図

　さみしい一人の少女が、一
本の赤いペンを手にしたこと
から始まる冒険。少女が描く
‘赤’の世界に引き込まれ、
子どもの想像力がかきたてら
れる、文字なし絵本。

とっておきの標語

村上しいこ／作
市居みか／絵
ＰＨＰ研究所
￥1,100　913
978-4-569-78306-2
小低　一般　小図

　学校で標語を考えることに
なった。クラスの友達がけん
かをしていることに気づいた
つよしの班のテーマは「仲直
り」に。仲直りしたくなるよ
うな魔法の言葉を見つけるた
め、つよしは友達のもとへ
…。

ねこの郵便屋さん

中村翔子／作
たごもりのりこ／絵
佼成出版社
￥1,300　913
978-4-333-02590-9
小低　一般　小図

　息子夫婦と離れて暮らす老
夫婦のもとにやって来たねこ
のミルク。世話をするうち
に，首に手紙を巻くと，飼っ
ていた幼い姉弟から写真や絵
のついた手紙が届くように
なった。ねこを通じて交流を
描いた心あたたまるお話。

まいにちいちねんせい

ばんひろこ／作
長谷川知子／絵
ポプラ社
￥900　913
978-4-591-13221-0
小低　一般　小図

　一年生の毎日は、ドキドキ
がいっぱい。まるで宇宙人。
話が通じないこともある。驚
くこともある。でも、元気
いっぱい、明るくはりきって
過ごす楽しい毎日が描かれた
お話です。

雨がしくしく、ふった日は

森絵都／作
たかおゆうこ／絵
講談社
￥1,000　913
978-4-06-195742-8
小低　一般　小図

　雨の音は、だれが泣いてい
るの？気になってたまらない
マーくんは、声の主をさがし
ます。そこで、いっしょに悩
み、考え、解決しました。い
つのまにか、梅雨明けです。
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せかいでいちばん大きなおいも

二宮由紀子／作
村田エミコ／絵
佼成出版社
￥1,200　913
978-4-333-02619-7
小低　一般　小図

　ヤマモトさんの畑で採れた
おいもは，「世界で一番大き
なおいも」とたすきを掛け
て，世界で一番大きな人に食
べてもらおうと出掛けまし
た。自分が一番だと思ってい
ても，上には上がいました。
面白いお話の展開に，潔い謝
り方など教訓も交えながら読
んでほしいお話。版画の挿し
絵もほのぼのとかわいらし
い。

ピコのそうじとうばん

阿部夏丸／作
村上康成／絵
講談社
￥1,100　913
978-4-06-198194-2
小低　一般　小図

　「おなじところがあれば、
なかま。それでいい。」仲間
がいないと思っていたピコの
心の奥で何かが、キンッとは
じけた･･･。友達とは？仲間
とは？低学年の子どもたちが
そんなことを考えるきっかけ
になるお話。

にげだした王さま

宮下すずか／作
石川日向／絵
くもん出版
￥1,000　913
978-4-7743-2213-1
小低　一般　小図

　夜、本のなかから抜け出し
た王の文字が、他の文字を馬
鹿にして、大変な事に。いば
りんぼうの王の字は、犬、
玉、雨など他の文字に助けら
れ、各々のかけがえのなさを
知る。楽しく読める漢字の仲
間たちの物語。

さいこうのスパイス

亀岡亜希子／作・絵
ＰＨＰ研究所
￥1,100　913
978-4-569-78340-6
小低　一般　小図

　おいしい料理を出すカフェ
のコックオオカミの噂を聞
き，なんでもまずいという坊
ちゃんにディナーを作ってほ
しいとリスの執事がお願いに
きた。高級食材で作る料理も
まずいと言われるオオカミで
すが…料理の最高のスパイス
は，心を通わせ，楽しく一緒
に食事をすることでした。読
後に心がほんわかする物語で
す。

ゾウの家にやってきた赤アリ

カタリーナ・ヴァルクス／作・絵
伏見操／訳
文研出版
￥1,300　953
978-4-580-82187-3
小低　一般　小図

　ゾウのドクター・フレッド
と赤アリのココは，友達にな
り、一緒に暮らすことになり
ました。大きさの違う対照的
なゾウとアリの友情を、ほほ
えましく描いた心温まるお
話。
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ネコがすきな船長のおはなし

インガ・ムーア／作・絵
たがきょうこ／訳
徳間書店
￥1,800　え
978-4-19-863679-1
小中　一般　小図

　嵐にあってネコのいない島
へたどり着いたネコ好きの船
長は、小さな女王様と出会
う。女王様はネコと宝物を換
えてほしいと言い出し…。大
切なものとは何かを考えさせ
られる、ネコ船長と小さな女
王様との心温まる物語。

犬になった王子

君島久子／文　後藤仁／絵
岩波書店
￥1,800　え
978-4-00-111242-9
小中　小高　一般　小図

　大昔、チベットのプラ国に
は羊などの乳や肉しか食べ物
がなかった。アチョ王子は穀
物のタネを得ようと、蛇王の
洞穴にしのびこむが、金色の
犬に姿を変えられてしまう。
大麦の来歴にまつわる冒険を
華麗に描いた絵本。

槍ケ岳山頂

川端誠／作
BL出版
￥1,600　え
978-4-7764-0624-2
小中　小高　一般　小図

　父と10歳の少年が槍ヶ岳を
目指してアルプス
銀座を縦走する。途中の眺め
や登山の辛さ・上り詰めた達
成感が少年の視点で鮮やかな
絵と共に克明に描き出されて
いる。登山未経験者にも山へ
の憧れを抱かせる一冊であ
る。

ことばのかたち

おーなり由子／著
講談社
￥1,200　え
978-4-06-218463-2
小中　小高　中学　一般　小図　中図

　話す言葉が目に見えたら、
どんな色や形だろう。例え
ば、美しい言葉は花の形。で
も、言葉が誰かを傷つけて、
血を流すのが見えたら、言葉
の使い方は変わるのだろう
か。心を伝える言葉の大切さ
を考えさせる詩の絵本。

小学校中学年むき
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ラズィアのねがい

エリザベス・サナビー／文
スアナ・ヴェレルスト／絵
もりうちすみこ／訳
汐文社
￥1,600　え
978-4-8113-2059-5
小中　小高　中学　一般　小図　中図

　学びたいという気持ちをど
こかへ置き忘れてしまった子
がいたら、ぜひ届けたい。学
校へ行きたいと心から願った
アフガニスタンの少女の話。
写真等を切り取りキルトのよ
うに貼った絵も中東の雰囲気
を伝えてすばらしい。

わたしのひよこ

礒みゆき／文
ささめやゆき／絵
ポプラ社
￥1,000　913
978-4-591-13466-5
小中　一般　小図

　４年生のひな子はクラスの
中で「どうでもいい人」と言
われてしまう。夜店のひよこ
ぴーころがいてくれたら大丈
夫のはずが…生き物の命を通
して，揺れ動く女の子の気持
ちや取り巻く環境を自分と重
ねながら読める物語。

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
￥1,200　913
978-4-494-02033-1
小中　一般　小図

　あつかい方をマスターした
ら、かあちゃんなんてチョ
チョイのチョイだ。かあちゃ
んの取扱説明書を作ろう。よ
し、うまくいった！と思いき
や，かあちゃんの方が一枚も
二枚も上手で…。コミカルに
リズムよく綴られている。

魔女がまちにやってきた

村上勉／作
偕成社
￥1,200　913
978-4-03-313660-8
小中　一般　小図

　山のてっぺんでホウキを相
棒にして暮らしていた371歳
の魔女が人間の暮らす山のふ
もとに引っ越すことになっ
た。人間たちのくらしは魔女
にとって刺激的なことばか
り。話のテンポがよく，お話
の世界を楽しみながら浸るこ
とができる。魔女の自立と自
分を重ねながら読んでほしい
お話。

のねずみポップはお天気はかせ

仁科幸子／作・絵
徳間書店
￥1,400　913
978-4-19-863696-8
小中　一般　小図

　ポップはお母さんの残した
お天気観察ノートを見て、季
節はずれの台風が来そうだと
知る。ポップはみんなに知ら
せ、洞穴に逃げたみんなは危
機一髪で助かる。台風から協
力して逃げる動物達が生き生
きと描かれる。
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ネバーギブアップ！

くすのきしげのり／作
山本孝／絵
小学館
￥1,200　913
978-4-09-289737-3
小中　小高　一般　小図

　クラスで流行の腕相撲。負
けてばかりの主人公が腕相撲
大会を前に憂鬱なのに気づい
た先生が、毎日一緒に練習し
てくれる。逃げそうになるけ
ど頑張り続けた主人公。声を
かけ続けてくれた先生。安心
して読める一冊。

ねこじゃら商店世界一のプレ
ゼント

富安陽子／作　平沢朋子／絵
ポプラ社
￥1,000　913
978-4-591-13570-9
小中　小高　一般　小図

　お望みの物は、何でも買え
る店。ただし、条件は、持っ
ているお金を全て支払うこ
と、買えるものはただ一つだ
け。さて、どんな人が、どん
な世界一素晴らしい買い物を
したのでしょうか。

ぼくは満員電車で原爆を浴びた

米沢鐡志／語り
由井りょう子／文
小学館
￥950　916
978-4-09-227166-1
小中　小高  一般　小図

　68年前、満員電車の中で、
11歳の主人公は、被爆した。
生々しくもつらい悲惨な原爆
の事実がとつとつと語られ
る。きっと、未来を担う子ど
も達を導くであろう、核兵器
の廃絶へと。

笑顔の架け橋

藤本美郷／文
佼成出版社
￥1,500　916
978-4-333-02612-8
小中　小高　一般　小図

　手足がほとんどない障害を
抱えて生まれた亜美さん。高
校時代に自分を否定し、不登
校になるが、家族の支えで、
乗り越える。自分が生まれて
きた意味を見付け、とびきり
の笑顔で周りの人を幸せにし
ていく女の子の物語。
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ありがとう、チュウ先生

パトリシア・ポラッコ／作
さくまゆみこ／訳
岩崎書店
￥1,400　え
978-4-265-85038-9
小高　一般　小図

　『ありがとう、フォルカー
せんせい』に続く作者パトリ
シア・ポラッコの自伝的絵
本。まるごと理解し、愛を
持って導き、信じて背中を押
してくれる大人の存在が、子
どもにとっていかに大切であ
ることを教えてくれる絵本で
す。

マッチ箱日記

ポール・フライシュマン／文
バグラム・イバトゥーリン／絵
島式子／訳, 島玲子／訳
ＢＬ出版
￥1,600　え
978-4-7764-0605-1
小高  中学　一般　小図　中図

　まだ字が書けなかったひい
じいちゃんの思い出はマッチ
箱の中に。それは同時に、ア
メリカにおけるイタリア移民
の歴史でもあった。すばらし
い絵が絵本としての完成度を
上げている。ぜひ中学生にも
手に取ってほしい絵本。

さみしかった本

ケイト・バーンハイマー／文
クリス・シーバン／絵
福本友美子／訳
岩崎書店
￥1,500　え
978-4-265-85025-9
小高　中学　一般　小図　中図

　新しい本は図書館でも目に
とまるけれど、古くなると暗
い地下室へ。でもその本を大
好きだった女の子が見つけ出
してくれて…。忘れられてし
まう悲しさと大切にしてもら
えるうれしさが伝わってくる
優しい絵本。

パンプキン・ロード

森島いずみ／作
狩野富貴子／絵
学研教育出版
￥1,300　913
978-4-05-203592-0
小高　一般　小図

　震災で母親を失った早紀
（小６）は、会ったことのな
いおじいさんをたずねて、パ
ンプキン・ロードへ向か
う･･･。震災の痛みを知ると
ともに、「目には見えない
が、たいせつなもの」に気付
くことができる物語。

小学校高学年むき
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西遊後記　１

斉藤洋／作
広瀬弦／絵
理論社
￥1,500　913
978-4-652-20014-8
小高　一般　小図

　あの「西遊記」のその後の
話。天竺から帰ってきた孫悟
空。住みかである花果山で退
屈な日々を送っていたが…。
猪八戒や沙悟浄、三蔵法師な
どおなじみの人物も登場す
る。ページを開くとまた新し
い西遊記が始まる。

今昔物語集

令丈ヒロ子／著
つだなおこ／絵
岩崎書店
￥1,500　913
978-4-265-04987-5
小高　一般　小図

　古典というと読みにくく難
しいというイメージがありま
せんか？でも、この本なら大
丈夫！人から話を聞いている
かのように話がスラスラと頭
の中に入ってきます。ぜひ、
手にとって古典の世界にふれ
てみましょう。

天山の巫女ソニン
江南外伝

菅野雪虫／作
講談社
￥1,400　913
978-4-06-218165-5
小高  中学　一般　小図　中図

　江南の第二王子、美丈夫ク
ワンの、波乱の生い立ち。出
自を知らぬまま海竜商会の息
子として奔放に育ったクワ
ン。暗く巨大な陰謀の前にひ
とたびは屈するが、守るべき
もののために苦しみながら立
ち上がり、成長してゆく。

少年口伝隊一九四五

井上ひさし／著
ヒラノトシユキ／絵
講談社
￥1,300　913
978-4-06-218362-8
小高  中学　一般　小図　中図

　原爆の落ちた町、ヒロシ
マ。その中で主人公は口伝え
で新聞報道を伝える手伝いを
する。短い文章で大変読みや
すいが、町の様子や人々の思
いが良く伝わってくる。原
爆、そして報道という視点か
らも読むことができる。

切り株ものがたり

今井恭子／作
吉本宗／画
福音館書店
￥1,200　913
978-4-8340-8004-9
小高  中学　一般　小図　中図

　医者の家の息子修一は、爺
に連れられ山の民との交易場
所「切り株」を知る。そこで
出会った少女に姉の人形を無
断で与えたでき事が、彼の進
路を大きく変える。大正時
代、少年修一の一途な思いや
生き方が心に残る。
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光のうつしえ

朽木祥／作
講談社
￥1,300　913
978-4-06-218373-4
小高  中学　一般　小図　中図

　戦後２６年目の広島。主人
公の中学生達は文化祭の制作
のため、身近な人達から、戦
争で失った人を悼むそれぞれ
の思いを聞く。亡き人に繋が
る一つの偶然の出会いが全編
を貫く軸となり、静かな言葉
で最後まで読ませる。

時をつなぐおもちゃの犬

マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォアマン／絵
杉田七重／訳
あかね書房
￥1,300　933
978-4-251-07305-1
小高　一般　小図

　少女チャーリーは、おも
ちゃの犬「リトル・マンフ
レート」に隠された悲しくも
温かい話を知る。そこには戦
争が生んだ悲しみや憎しみを
乗り越えた人たちの強いつな
がりがあった。切なくも、心
温まる作品。

ミサゴのくる谷

ジル・ルイス／作
さくまゆみこ／訳
評論社
￥1,600　933
978-4-566-01385-8
小高  中学　一般　小図　中図

　スコットランドの少年11歳
のカラム。農場に巣を作った
野生のミサゴをアイリスと名
付けて見守る。アフリカへの
渡りから帰るまで、彼の周り
には友達の死やアフリカの少
女との出会いなどがあった。
心温まる読後感。

ゾウと旅した戦争の冬

マイケル・モーパーゴ／作
杉田七重／訳
徳間書店
￥1,500　933
978-4-19-863727-9
小高  中学　一般　小図　中図

　カナダの老人介護施設で暮
らすリジーは語る。第二次大
戦末期、家族や子象ととも
に、ドイツから西へ向かって
逃げた思い出。過酷な戦時下
でも、信念を貫く人々の姿や
子象との心の交流から人間へ
の愛や希望が伝わる物語。
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春へつづく

加藤千恵／著
ポプラ社
￥1,300　913
978-4-591-13441-2
中学　一般　中図

　卒業式の日の朝、普段は鍵
がかかっているあかずの教室
が開いている。中に入り窓の
外に向かって願い事を唱える
と、それが叶う。中学校に伝
わるそんな不思議なジンクス
をめぐる、女子の、男子の、
大人たちの物語。

砂の上のイルカ

ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳
あすなろ書房
￥1,600　933
978-4-7515-2225-7
中学　一般　中図

　「サーディンラン」見学の
途中に遭難し、無人島で過ご
すマーティンたち。生きてい
くための試練や自然環境の危
機を体験しながら、成長する
姿を描く。『白いキリンを
追って』の続編で作者の生き
物に対する思いが伝わる作品
である。

中学生むき
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図書館のトリセツ

福本友美子／著,
江口絵理／著
スギヤマカナヨ／絵
講談社
￥1,200　015
978-4-06-218497-7
小中　小高　一般　小図

　図書館の正しい取り扱い方
を、楽しく知るための解説
書。図書館はどんなところ
か、本はどのように並んでい
るのか、どうやって本を見つ
けるのかなど、図書館を利用
するときの疑問や悩みが解決
でき、本と仲良くなれる。

ジャッキー・ロビンソン

近藤隆夫／著
汐文社
￥1,500　289
978-4-8113-2033-5
小中　小高  中学　一般　小図　中図

　黒人初のメジャーリー
ガー、ジャッキー・ロビンソ
ンの人種差別との闘いの歴史
を描いた伝記。本当の勇気あ
る行動で相手の間違った考え
を改めさせ、人種差別を乗り
越え、多くの人に感動を与え
るまでが描かれている。

浦田理恵
見えないチカラとキセキ

竹内由美／著
学研教育出版
￥1,300　289
978-4-05-203867-9
中学　一般　中図

　ロンドンパラリンピックの
ゴールボールで金メダルを
とった浦田理恵の、挫折から
世界一までを描いた本。視力
の低下から教師の道をあきら
め落ち込んでいた理恵が、た
くさんの人との出会いを通し
て成長する姿を描く。

Ｂ　０～８類

０　総記

２　地理・伝記
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どんなところ？小さな国大研究

関真興／監修
ＰＨＰ研究所
￥2,800　290
978-4-569-78335-2
小高  中学　一般　小図　中図

　日付変更線で分断される
国ってどこ？世界中の小さな
国々を集め、その国の歴史、
人口、公用語、自然環境など
の基礎データに加え、現在置
かれている状況や注目点が、
とても見やすく構成された写
真図鑑。

富士山の大図鑑

富士学会／監修
ＰＨＰ研究所
￥2,800　291
978-4-569-78333-8
小中  小高　一般　小図

　富士山周辺の自然環境や歴
史をはじめ、富士山をテーマ
にした絵画、文学、四季の景
観、登山ルートなどを紹介。
世界遺産登録された富士山の
すべてがわかる一冊。

東京消防庁芝消防署２４時

岩貞るみこ／［著］
講談社
￥1,200　317
978-4-06-218454-0
小高　中学　一般　小図　中図

　毎日起こる、いろいろな事
件や事故。出動の合間を縫っ
ての真剣な訓練の様子や、消
防学校での日々もリアルに描
かれている。人々の命を守る
ために、過酷な状況下で働く
消防隊員達の熱い思いが伝
わってくる。

ランドセルは海を越えて

内堀タケシ／写真・文
ポプラ社
￥1,400　372
978-4-591-13408-5
小高　一般　小図

　戦争状態が続くアフガニス
タンに、日本で使われなく
なったランドセルが贈られて
います。学校に通うことが困
難な子どもたちにとって、ラ
ンドセルは宝物。豊かな暮ら
しを送る私たちができること
は何なのでしょうか。

３　社会科学
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ぼくたちはなぜ、学校へ行く
のか。

マララ・ユスフザイ／［述］
石井光太／文
ポプラ社
￥1,500　373
978-4-591-13686-7
小高　一般　小図

　武装グル－プに逆らい、銃
撃されてなお、教育を受ける
権利を主張し続けた１６歳の
少女マララ。その国連での演
説を、心に響く文と写真で紹
介。教育が未来を変える、自
分の言葉で世界を変えていこ
うと語りかける。

動物のちえ　1　食べるちえ

成島悦雄／監修,
ネイチャー・プロ編集室／編著
偕成社
￥2,400　481
978-4-03-414610-1
小中  小高　一般　小図

　水中で暮らすテッポウウオ
は、水の外にいる昆虫を「ち
え」を使って捕食する。動物
は、子孫を残すために、様々
な「ちえ」を使って懸命に生
きている。動物たちが身に付
けた「食べるちえ」を見易く
美しい写真で紹介する。

動物のちえ　2　身を守るちえ

成島悦雄／監修,
ネイチャー・プロ編集室／編著
偕成社
￥2,400　481
978-4-03-414620-0
小中  小高　一般　小図

　ホッキョクギツネの耳が小
さいのは、寒さから身を守る
ため。ゾウがどろ浴びするの
は体についた虫を落とすた
め。様々な動物の身を守る知
恵に驚かされる美しい写真絵
本。

かたつむりのひみつ

ひさかたチャイルド
￥1,200　 484
978-4-89325-978-3
幼年　小低　一般　小図

　子ども達が大好きなかたつ
むりの様々な秘密が鮮やかな
写真で紹介されている。体の
つくりや暮らしについても，
すべて平仮名でわかりやすく
書かれている。身近な生き物
を，科学的な目で見つめ直す
ことができる。

４　自然科学
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ぎふちょう

舘野鴻／作絵
偕成社
￥2,000　486
978-4-03-437060-5
小低　小中　小高　一般　小図

　ぎふちょうが、たまごから
毛虫、さなぎを経て成虫にな
るまでの一年を、細密な絵で
描いた科学絵本。さなぎが
10ヶ月間眠る林で、ねずみな
ど多くの生きものが暮らす様
子から、自然の持つ生命力が
伝わってくる。

人の手で育てられたラッコ
マナちゃん

井上こみち／文
佼成出版社
￥1,300　489
978-4-333-02607-4
小中  小高　一般　小図

　生後10日からのラッコの人
工哺育に成功した飼育員達の
奮闘の日々を描く。水族館の
かわいいらしい生き物達の姿
の裏には、多くのスタッフの
惜しみない努力と愛情がある
ことに気付くことができる。

みな　また、よみがえる

尾崎たまき／写真・文
新日本出版社
￥1,500　519
978-4-406-05711-0
小中  小高　一般　小図

　「公害の原点」と言われる
水俣病が発生して半世紀。海
や生きもの、そしてそこに住
む人々は、どうなっているの
でしょうか。水俣湾に浮かぶ
恋路島が語る水俣の海のお
話。

５　技術・工学
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犬のハナコのおいしゃさん

今西乃子／文
浜田一男／写真
ＷＡＶＥ出版
￥1,300　649
978-4-87290-950-0
小中  小高　一般　小図

　足を悪くして飼い主に捨て
られたハナコは，獣医のヒロ
シ先生に救われる。動物の命
を守る獣医の仕事が，犬のハ
ナコの目を通して語られる。
生き物の命に最後まで責任を
もち，命を尊重することの大
切さを教えてくれる本。

江戸のお店屋さん

藤川智子／作
ほるぷ出版
￥1,400　672
978-4-593-56089-9
小中  小高　一般　小図

　江戸時代のお店について、
分かりやすく説明した絵本。
小間物屋、薬種屋、唐物屋な
どの店の外観や店内の様子、
商品について、さし絵で詳し
く紹介している。一つ一つの
商品が細かく描かれ、見てい
るだけでも楽しい本。

６　産業
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