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は し が き 

 

 日頃は、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。 

 読書は、子どもたちが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で、欠くことのできない

ものです。しかし、情報化社会と言われ、様々な情報が氾濫する状況は、図書にお

いても例外ではありません。これからは、読書と関わる大人が、次代を生きる子ど

もたちに、優れた読書材を通して読書の楽しさを伝えていくことが、より一層重要

になってきます。 

 こうした中、本年度も「選定児童図書目録」をこのような冊子としてまとめるこ

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

書の楽しさを味わったり、未知のことや美しいものに出会って読書の有用性を実感

したりすることのできるすばらしいものばかりです。各小中学校、図書館におかれ

ましては、この目録に掲載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となれば幸い

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27年3月 

名古屋市児童図書選定協議会会長 

名 古 屋 市 立 白 水 小 学 校 長 

蔭山美穂子 
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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 26 年 5 月から平成 27 年 3 月までに選定会を 11 回開催して、

本市幼稚園及び小中学校向け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 58 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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どんぐり

エドワード・ギブス／作
谷川俊太郎／訳
光村教育図書
￥1,300　え
978-4-89572-871-3
幼年  一般

　地面に転がっている小さな
どんぐりを食べようと動物た
ちが次々とやってくるが…。
リズミカルな文章の繰り返し
が楽しい。どんぐりから芽が
出て大きな木になる場面で
は、ページも広がり、成長し
た様子がよく伝わる。

ママ、あのね

福田幸広／写真
ゆうきえつこ／文
岩崎書店
￥850　え
978-4-265-83020-6
幼年  一般

　ペンギンやヤギ、ゾウ、キ
ツネなどの動物の赤ちゃんが
「ママ、あのね…」と話しか
ける。お母さんの「ママはこ
こよ。ちゃんと見ているよ」
などの愛情あふれるやりとり
が描かれている。動物の親子
のあたたかい様子が伝わる写
真絵本。

クレヨンからのおねがい！

ドリュー・デイウォルト／文
オリヴァー・ジェファーズ／絵
木坂涼／訳
ほるぷ出版
￥1,500　え
978-4-593-50562-3
幼年  小低　一般　小図

　ある日、ケビンにたくさん
の手紙が届く。差出人は、ク
レヨン。クレヨンの視点から
えがかれ、思わず微笑んだり
納得したりするおもしろい絵
本。読んだ後、いろいろな色
を使って絵をかいてみたくな
るかも…。

さがしえ12つき

なかざわくみこ／著
白泉社
￥1,200　え
978-4-592-76178-5
幼年  小低　一般　小図

　12の月ごとに描かれた懐か
しい日本の生活風景の中か
ら、その時にだけ会える宝物
を探す、さがし絵絵本。親子
で会話しながら、または、友
達と遊びながら楽しみなが
ら、季節や行事の知識を自然
と身に付けることができる。

Ａ．絵本・９類

幼年向き
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ぼく、おおきくなるからね！

くすのきしげのり／作
わたなべゆういち／絵
鈴木出版
￥1,200　え
978-4-7902-5285-6
幼年  小低　一般　小図

　家族や友達の中で誰よりも
小さい男の子。でも、大きく
なったらお父さんのお手伝い
をしたり、雨の日にはスカイ
ツリーに傘をさしたり… 希
望をもち、大きくなることが
楽しみになる絵本です。

ゆきがくれたおくりもの

リチャード・カーティス／文
レベッカ・コッブ／絵
ふしみみさを／訳
ポプラ社
￥1,480　え
978-4-591-14100-7
幼年  小低　一般　小図

　勉強が苦手な子にとって、
厳しい先生ってちょっと。で
も先生（大人）にも子供が知
らない面がいっぱいあるんだ
よ。ある冬の大雪が二人に素
敵な一日をプレゼント。一見
落書き風な絵が沢山物を言っ
ていて楽しい絵本。
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ルーシーといじめっこ

クレア・アレクサンダー／さく
福本友美子／やく
ＢＬ出版
￥1,400　え
978-4-7764-0625-9
小低　一般　小図

　羊のルーシーは学校で子牛
のトミーにいじめられてい
る。でもお母さんが先生に電
話をした次の日、しょんぼり
しているトミーがかわいそう
になってきた。動物たちの豊
かな表情から気持ちが伝わっ
てくる絵本。

かしこくいきるしまりす

手島圭三郎／絵・文
絵本塾出版
￥1,700　え
978-4-86484-048-4
小低　小中　一般　小図

　北海道に生息するしまりす
の一年を描いた絵本。自然の
厳しさやその中で生きる動物
たちの躍動感あふれる動きが
版画によって表現されてい
る。ページいっぱいに描かれ
ているので、どの場面も迫力
がある。

なんでもあらう

鎌田歩／作
福音館書店
￥1,200　え
978-4-8340-8094-0
小低　小中　一般　小図

　電車や飛行機、道路に高層
ビルなど、色々なものを洗う
ようすを描いている。機械で
洗えないところも人の手で洗
い、壊れているところや痛ん
でいるところを見つけるとい
う安全や快適を保つための努
力が紹介されている。

あめふりうります

平田昌広／文
野村たかあき／絵・原案
講談社
￥1,400　え
978-4-06-132579-1
小低　小中　小高　一般　小図

　なにをするにも面倒くさが
りのぐうたらねこ、ねこきち
が何やらおかしな商売を始め
る。「東の畑に雨ざんざん」
そう言うと、顔をごしごし
…。（「ねこが顔を洗うと雨
が降る」のことわざ）色鮮や
かな切り絵と共に、雨が楽し
くなることわざ絵本。

小学校低学年むき
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ともだちはぶた

村上しいこ／作
田中六大／絵
ＷＡＶＥ出版
￥1,100　913
978-4-87290-940-1
小低　小中　一般　小図

　ぶたの花子ちゃんはまじめ
なしっかりもので、弟の花ま
るくんは窮屈そう。怒ったわ
にのきよしくんが花まるくん
をつれて家出してしまう。力
が抜けるようになった花子
ちゃん、乱暴者っぽいきよし
くんの意外な姿がほほえまし
い。

ふしぎなよるのおんがくかい

垣内磯子／作
小林ゆき子／絵
小峰書店
￥1,100　913
978-4-338-19231-6
小低　小中　一般　小図

　秋の夜、虫たちは「むしの
こえ」を奏で、ねこたちはう
たい、星たちは「きらきらぼ
し」を奏でる。耳を澄ませば
本当に音楽が聴こえ、思わず
指揮者の気分になっている。
音楽の楽しさを自然に伝える
不思議な話。

ぼくとお父さん

清水千恵／作
山本祐司／絵
文研出版
￥1,200　913
978-4-580-82254-2
小低　小中　一般　小図

　お父さんが亡くなってか
ら、どもるようになってしま
い、からかわれるようになっ
たぼく。学校も野球もいやに
なったとき、親友のたいちが
とびっきりの場所に連れ出し
てくれた。つらいとき、こん
な距離感で支えてほしい。
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あっぱれのはらうた

くどうなおこ／詩・文
ほてはまたかし／絵
童話屋
￥1,800　911
978-4-88747-121-4
小中　小高　一般　小図

　『のはらうた』が生まれて
30年を記念して「のはらのみ
んな」の代表24人の詩とエッ
セイが綴られる。「いのち」
がいて「いのちの歌」をう
たっている「のはら村」は、
実は身近にあるのだと気づか
せてくれる。

先生、しゅくだいわすれまし
た

山本悦子／作　佐藤真紀子／絵
童心社
￥1,100　913
978-4-494-02041-6
小中　一般　小図

　宿題を忘れてもみんなを楽
しませる上手な作り話が話せ
ればいい！？そんな変わった
ルールが先生のお墨付きでク
ラスの決まりになった。
ちょっとした遊び心の楽しさ
や良さが、軽やかな話の展開
から伝わってくる。

あなたの夢におじゃまします

岡田貴久子／作
たんじあきこ／絵
ポプラ社
￥1,300　913
978-4-591-14151-9
小中　小高  一般　小図

　寂れた商店街のある小学校
に転校した晴人は、良いこと
づくめだった日に稲荷神社に
お参りした。すると、神さま
力が弱ったキツネの神様が現
れて、神さまの仕事を手伝う
ことに。悩める人の夢の中に
おじゃまして、問題解決！？

なんでそんなことするの？

松田青子／作
ひろせべに／画
福音館書店
￥1,300　913
978-4-8340-8088-9
小中　小高  一般　小図

　ぬいぐるみを持って登校す
るトキオは友達にからかわれ
るが「やめて」と言えない。
そこでトキオの部屋に住むね
こが奇想天外な方法で友達を
驚かす。トキオはねこに「や
めて」と言うが、本当に言う
べき相手と言葉は？

小学校中学年むき
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パオズになったおひなさま

佐和みずえ／著
宮尾和孝／絵
くもん出版
￥1,200　913
978-4-7743-2267-4
小中　小高  一般　小図

　雛祭りに中国の肉まんパオ
ズを作る祖母。小学生の愛花
が訳を聞くと、戦争のため離
れ離れになった中国人の友達
との思い出があった。戦時下
に育まれる健やかな友情が好
ましい。あたたかな読後感の
読みやすい物語。

魔女バジルと魔法のつえ

茂市久美子／作
よしざわけいこ／絵
講談社
￥1,300　913
978-4-06-195757-2
小中　小高　一般　小図

　憧れの大魔女フェネルの弟
子になりたいバジル。しか
し、七年に一度の試験に寝坊
してしまい、ひょんなことか
らマジョラムという魔女の元
で修行することになり…。努
力家のバジルの姿に共感して
読むことのできる一冊。

ツリークライミングはぼくの
夢

あんずゆき／文
佼成出版社
￥1,500　916
978-4-333-02662-3
小中　小高　一般　小図

　ツリークライミング（専用
の道具を使う木登り）を、子
ども達との交流を通した心理
療法として広めるジョンさん
の活動の記録。いじめや家族
の問題、自分と子どもの病気
を乗り越え、明るく前向きに
生きる姿を描く。

ミリー・モリー・マンデーと
ともだち

ジョイス・Ｌ．ブリスリー／さく
菊池恭子／え　上條由美子／やく
福音館書店
￥1,400　933
978-4-8340-8117-6
小中　一般　小図

　主人公は、ピンクと白の縞
模様の服を着た元気な女の
子。友達とブラックベリーを
つみにいったり、パーティー
を開いたりして楽しく過ごし
ている。小さな女の子の日常
をほほえましく描いた10編の
心温まるお話。
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アヤカシさん

富安陽子／作
野見山響子／画
福音館書店
￥1,400　913
978-4-8340-8127-5
小高　一般　小図

　僕には、人には見えないも
のが見える。おばさんは関
わっちゃだめっていうけれど
…。人の思いがこめられた物
にアヤカシは宿る。人やアヤ
カシの、だれかとつながりた
いという思いが引き起こす不
思議で、心温まるお話。

カッチン

いずみたかひろ／作
津田櫓冬／絵
小峰書店
￥1,500　913
978-4-338-25015-3
小高　一般　小図

　1959年の神戸。カッチンこ
と和男は、友達を大切にする
少年である。カッチンの周り
には、笑顔が絶えない友達、
厳しくも優しく接する大人た
ちが集まる。人と人とのかか
わり合いのすばらしさに気付
ける物語である。

クラスメイツ　前期

森絵都／著
偕成社
￥1,300　913
978-4-03-814410-3
小高　中学　一般　小図　中図

　北見第二中学校1年A組のク
ラスメイト24人。それぞれ、
いろいろな思いを抱きなが
ら、中学校生活を送ってい
る。その一人ひとりに焦点を
当てた短編集。自分と似てい
たり、同じ経験をしたりする
人物がいて共感できる。

クラスメイツ　後期

森絵都／著
偕成社
￥1,300　913
978-4-03-814420-2
小高　中学　一般　小図　中図

　1年A組24人の後期の学校生
活が始まった。恋愛、不登
校、友達…一人ひとりが自分
の悩みと向き合い、葛藤しな
がら少しずつ成長していく。
心に秘めた思いを読むにつれ
て、どんどん物語に引き込ま
れていく。

小学校高学年むき
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空へ

いとうみく／作
小峰書店
￥1,500　913
978-4-338-28702-9
小高　中学　一般　小図　中図

　人それぞれ、悩みを抱えて
いる。小学6年生で父を急に
亡くしてしまった主人公。周
りの人と関わることで、ま
た、父との約束を果たすこと
で、徐々に「前を向いて生き
ていこう」と思っていく姿
に、心を打たれる物語。

なりたい二人

令丈ヒロ子／作
ＰＨＰ研究所
￥1,300　913
978-4-569-78401-4
小高　中学　一般　小図　中図

　容姿にコンプレックスのあ
る中学生男子と女子が、学校
の課題「なりたい職業研究」
に二人一組で取り組む。今の
自分と比べてしまって言えず
にいた夢を明かし、自信をつ
かむまでの道のりが、軽快に
描かれている。

ぼくが見た太平洋戦争

宗田理／著
ＰＨＰ研究所
￥1,150　916
978-4-569-78414-4
小高　中学　一般　小図　中図

　ぼくらの…シリーズの作
者、宗田理さんによる戦争体
験をまとめた本。16歳の作者
から見た戦争の姿が、語り口
調で分かりやすく書かれてい
る。三河や名古屋でどのよう
な「戦争」があったのか、小
中学生によく伝わる1冊。

サマセット四姉妹の大冒険

レズリー・Ｍ．Ｍ．ブルーム／作
中島梨絵／絵　尾高薫／訳
ほるぷ出版
￥1,600　933
978-4-7743-2267-4
小高  中学　一般　小図　中図

　隣に引っ越してきたのは魅
力的な作家のヴァージニア。
彼女が語る、若きサマセット
四姉妹の話にコーネリアはど
んどん引き込まれていく。言
葉で語りつがれる大冒険を通
して、成長していく少女の姿
を描く物語。

戦場のオレンジ

エリザベス・レアード／作
石谷尚子／訳
評論社
￥1,300　933
978-4-566-02420-5
小高  中学　一般　小図　中図

　内戦下のレバノン。10歳の
少女アイーシャは倒れたおば
あちゃんを助けるために危険
なグリーンラインを越え、敵
地へ行く決断をする。敵味方
関係なく、彼女を支える人々
の勇気ある姿にも、戦争につ
いて考えさせられる。
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ゾウがとおる村

ニコラ・デイビス／文
アナベル・ライト／画
もりうちすみこ／訳
さ・え・ら書房
￥1,300　933
978-4-378-01514-9
小高  中学　一般　小図　中図

　貧しさから抜け出すために
森を破壊し、村を荒らす象を
殺してしまおうと意気込む村
人の心を、変声期のために不
安で声を出せないでいた少年
ウィレンの勇気ある演説が動
かす。自然と人間との共存を
考えさせられる物語。

夏の魔法

ジーン・バーズオール／作
代田亜香子／訳
小峰書店
￥1,600　933
978-4-338-28701-2
小高  中学　一般　小図　中図

　ひと夏、美しい屋敷と広大
な庭のあるコテージで過ごす
ことになった四姉妹のお話。
宝物がいっぱいの屋根裏部屋
やジェフリーという男の子と
の出会いは、魔法にかかった
ような特別な夏休みになっ
た。現代版若草物語。

はじまりのとき

タィン＝ハ・ライ／作
代田亜香子／訳
鈴木出版
￥1,600　933
978-4-7902-3288-9
小高  中学　一般　小図　中図

　10歳の少女ハはベトナム戦
争後、難民としてアメリカで
新しい生活を歩み出す。作者
の実体験を基に、感情をその
ままに表す言葉や詩の形式、
効果的な横書きの表現などを
通して、リアルでたくましい
生き方が伝わる作品。

わたしの心のなか

シャロン・Ｍ．ドレイパー／作
横山和江／訳
鈴木出版
￥1,600　933
978-4-7902-3294-0
小高  中学　一般　小図　中図

　脳性麻痺のため話すことが
できないメロディ。彼女の優
れた知性と記憶力に、周りの
人は気づいてくれない。五年
生になり、会話補助装置を手
に入れたメロディは、クラス
メートに認めてもらおうと頑
張るのだが･･･。
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クリオネのしっぽ

長崎夏海／著
佐藤真紀子／絵
講談社
￥1,300　913
978-4-06-218848-7
中学　一般　中図

　中学2年生の3人の女の子
が、それぞれ心に傷をもって
生活している。そんな3人が
反発し合い、そして、理解し
合うことで成長していく。少
女たちが現実を受け止め、力
強く生きていく姿が伝わる物
語である。

ブロード街の12日間

デボラ・ホプキンソン／著
千葉茂樹／訳
あすなろ書房
￥1,500　933
978-4-7515-2480-0
中学　一般　中図

　1854年にロンドンブロード
街を襲ったコレラ。街を救う
ため、13歳の少年イールはス
ノウ博士と発生原因を探る。
風評と違い、井戸水による経
口感染とわかる。実話をもと
にしたスリルある展開に引き
込まれる作品。

中学生むき
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お父さんが教える図書館の使
いかた

赤木かん子／著
自由国民社
￥1,400　015
978-4-426-11806-8
小中　小高  一般　小図

　男の子とお父さんの会話の
形で調べ学習の手順を分かり
やすく紹介する。何かを「調
べる」時、何のどこを見れば
いいのか、どんな手順で進め
ればいいのか書かれている。
調べ方だけでなく、レポート
の書き方も紹介している。

平和学習に役立つ戦跡ガイド
1 ヒロシマ

平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員
会／編
汐文社
￥2,500　210
978-4-8113-2082-3
小高  一般　小図

　広島市内の戦争遺跡や資料
館を紹介。被ばく地の痕跡を
たどることで、戦争と平和に
ついて理解を深めることがで
きる。原子爆弾の威力や、教
科書では記述の少ない第二次
世界大戦前後の歴史について
も学ぶことができる。

ガマ

豊田正義／著
講談社
￥1,300　219
978-4-06-218962-0
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　「ガマ」とは、沖縄の方言
で、自然にできた洞窟のこ
と。そこに残された遺品や遺
骨たちが語る沖縄戦の真実。
戦争から７０年経った今、
「沖縄戦は、まだ終わってい
ない」ことを伝えてくれる、
貴重な1冊。

Ｂ　０～８類

０　総記

２　地理・伝記
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ひがん花の赤いじゅうたん

宮内純子／著
小坂茂／絵
くもん出版
￥1,300　289
978-4-7743-2262-9
小中　小高  一般　小図

　「ごんぎつね」の作者、新
美南吉の故郷に流れる矢勝川
の土手は、秋になると真っ赤
な彼岸花で埋め尽くされる。
小栗大造という一人の老人か
ら始まった、彼岸花の植え付
け。彼岸花に込められた平和
への思いとは。

ネルソン・マンデラ

パム・ポラック／著
メグ・ベルヴィソ／著
伊藤菜摘子／訳
ポプラ社
￥1,200　289
978-4-591-13967-7
小高  中学　一般　小図　中図

　白人とその他の人種を差別
し隔離するアパルトヘイトに
反対して、27年間も投獄され
ながらも、自由と平和を訴え
続けたネルソン・マンデラの
物語。ノーベル平和賞も受賞
した黒人初の南アフリカ大統
領の生涯を描く。

最新★修学旅行の本 ［4］
京都

国土社編集部／編
国土社
￥2,700　291
978-4-337-25744-3
小高　一般　小図

　金閣寺や清水寺など修学旅
行で必ず訪れる京都の名所を
網羅。また、京都の伝統工芸
や、名産品についても由来や
特徴を分かり易く紹介してい
る。巻末には、修学旅行の事
前・事後学習の進め方やポイ
ントなども掲載。

かがくでなるほど！みぢかな
ふしぎ

佐々木昭弘／監修
西東社
￥800　404
978-4-7916-2225-2
小中　小高  一般　小図

　「風はどうして吹くの」な
ど、子ども達がふと疑問に思
う身の回りのことに、分かり
易く答えている。美しい色合
いの図解やレイアウトを用い
て見易く説明されており、科
学に興味をもち始めた子ども
達にぴったりの本。

４　自然科学
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星座神話と星空観察

沼澤茂美，脇屋奈々代／著
誠文堂新光社
￥2,200　443
978-4-416-11514-5
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　日本の四季折々に見ること
ができる星座や目立つ星が紹
介されている。星座にまつわ
る話や星座の見つけ方も季節
ごとに、分かり易く説明され
ており、夜空を見上げなが
ら、遠い宇宙の星に思いを馳
せることができる。

天気と星がわかるそらのえほ
ん

ぼここうぼう／え
学研教育出版
￥1,500　451
978-4-05-204018-4
小中　小高  一般　小図

　「お日様は、太陽という星
なんだ」「雲は水や氷の粒が
集まってできている」太陽や
雨、星座や宇宙など、空に関
わる自然現象を楽しく紹介す
る。かわいいイラストを使
い、低学年にも分かり易い言
葉で説明した科学絵本。

日本気象協会気象予報の最前
線

深光富士男／文
佼成出版社
￥1,500　451
978-4-333-02670-8
中学  一般　中図

　日本気象協会の仕事は実に
多岐にわたる。地球規模での
津波の監視から、私たちの頭
上半径5キロの雨量まで、最
先端技術で観測し、わかり易
く伝えてくれる。日々進化す
る天気予報の現場を多角的に
取材して紹介した本。

海のひかり

モリー・バング／作
ペニー・チザム／作
さくまゆみこ／訳
評論社
￥1,400　468
978-4-566-00170-1
小高　一般　小図

　「わたしは太陽」と、太陽
を一人称に海の中の食物連鎖
を描いている。最後には少し
詳しい説明もあり、高学年の
学習に役立ちそう。味わい深
くすばらしい絵は、もちろん
見ているだけでも面白く、幅
広い年齢の子にお薦め。

どうぶつのあかちゃん

ひさかたチャイルド
￥1,200　480
978-4-86549-021-3
幼年　小低　一般　小図

　愛らしい動物の親子の鮮や
かな写真が目を引く。赤ちゃ
んの大きさなどのデータも見
易くまとめられており、いろ
いろな動物の子育てや、成長
の様子を知ることができる。
命を守り育てていく動物達の
姿を伝える写真絵本。
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どうぶつえんのみんなの1日

福田豊文／写真
なかのひろみ／文
アリス館
￥1,600　480
978-4-7520-0661-9
小中　一般　小図

　動物園で暮らすキリンやパ
ンダなどの動物達の一日が写
真で紹介されている。園での
暮らしを通して、動物の生態
についても知ることができ
る。動物のデータだけでな
く、心の声も吹き出しに書か
れており、楽しく読める。

ここにいるよ！ナメクジ

皆越ようせい／写真・文
ポプラ社
￥1,200　484
978-4-591-13984-4
幼年　小低　一般　小図

　木の幹や、コンクリートの
壁についた不思議な模様。そ
れは、ナメクジが藻類を食べ
た跡。角の先についている
目、ナメクジの赤ちゃんな
ど、いつも見慣れているはず
のナメクジの不思議な世界を
見せてくれる写真絵本

動物のおじいさん、動物のお
ばあさん

高岡昌江／文
すがわらけいこ／絵
学研教育出版
￥1,400　489
978-4-05-203984-3
小高　中学　一般　小図　中図

　動物園の年老いた動物の7
つの物語。飼育係のユ－モラ
スで温かい語り口から動物達
への思いが伝わってくる。毎
日を懸命に生きる動物達の姿
が、命の素晴らしさを感じさ
せてくれる。

わたしたちはいのちの守人

岩貞るみこ／著
講談社
￥1,200　498
978-4-06-287004-7
小高　中学　一般　小図　中図

　ドクターヘリで活躍するフ
ライトナース、がんの認定看
護師、誕生を支える助産師、
命の現場での姿を、臨場感溢
れる文章で紹介。悩んだり
迷ったりしながらも夢や目標
に向かって努力を続ける3人
の女性の姿を描く。
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月へ行きたい

松岡徹／文・絵
福音館書店
￥1,300　538
978-4-8340-8113-8
小中　小高　一般　小図

　月に行くにはどうする？山
に登る？塔をつくる？気球な
ら２年半、はしごをかけたら
60年くらい。でも実際には、
月ロケットで。巨大なロケッ
トの構造もイラストで詳しく
紹介する。子ども達を、想像
から科学の世界へと誘う本。

ソフィーのやさいばたけ

ゲルダ・ミューラー／作
ふしみみさを／訳
ＢＬ出版
￥1,700　626
978-4-7764-0632-7
小高　中学　一般　小図　中図

　夏休み、ソフィーは祖父宅
で野菜作りを行う。ソフィー
は、野菜のことをたくさん知
り、花や虫、野菜の役目や自
然に助け合う関係についても
理解していく。野菜を取り巻
く事柄について楽しみながら
読むことができる。

いのちの花

綾野まさる／作
水沢そら／画
ハート出版
￥1,300　645
978-4-89295-981-3
小中　小高　中学　一般　小図　中図

　日本で1年間に殺処分され
るペットは17万匹。青森の女
子高生たちが、ゴミに捨てら
れる動物たちの骨を涙しなが
ら砕き、土に混ぜて花を育
て、ペットの殺処分0を願っ
て一輪ずつ人々に配るまでの
物語。

６　産業

５　技術・工学
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まるわかり！パラリンピック
［1］

日本障がい者スポーツ協会／監修
文研出版
￥2,800　780
978-4-580-82249-8
小中　小高　一般　小図

　パラリンピックの歴史や、
競技内容、障害の種類や程度
が違う選手が公平に競い合う
ための工夫などを、豊富な写
真とともにわかりやすく紹介
した本。2巻目以降には、各
競技の内容が解説される予
定。

言葉は大事だ！じてん　1
日常生活編

倉島節尚／著　荒賀賢二／絵
新日本出版社
￥2,500　809
978-4-406-05826-1
小中　小高　一般　小図

　「おはよう」は「おはや
く」が変化したもの、など日
常生活で使う言葉の語源や、
どんな関係の相手にどんな時
に使うとよいかを分かり易く
説明。言葉への理解を深め、
敬語の使い方やマナーも身に
付けることができる。

言葉は大事だ！じてん　2
学校生活編

倉島節尚／著　荒賀賢二／絵
新日本出版社
￥2,500　809
978-4-406-05827-8
小中　小高　一般　小図

　シリーズ第2弾。「うそ」
「無理」など、学校で普段何
気なく使っている言葉は、言
われた相手をどんな気持ちに
させるのか。言葉を大切にす
ることが、人との関係を大切
にすることにつながることに
気付かせてくれる本。

７　芸術

８　言語
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