選定児童図書目録
平成 27 年度

本が大好きなカンガルー

ヨンデルー

名古屋市教育委員会

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、本会は、昨年度から名称を「名古屋市児童図書選定懇談会」と改め、
児童図書選定のための意見を提出するという形式で図書選定に携わってきました。
会の形式は変わりましたが、「選定児童図書目録」をこれまで同様、冊子としてま
とめることができましたことをありがたく思います。
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。各幼稚園、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、名古屋市教育委員会並びに、鶴舞中央図書館の格別なお力添えと、児童
図書選定懇談会構成員の皆様のご努力に心より感謝申しあげます。

平成２８年５月
名古屋市児童図書選定懇談会座長
名 古 屋市 立 白 水 小 学 校 長

蔭山美穂子

凡

例

1. この目録は名古屋市児童図書選定会議（事務局・名古屋市鶴舞中央図書館内）
が、児童図書選定懇談会の協力のもとに、平成 27 年 5 月から平成 28 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 76 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。
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
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

次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･‥４

幼年むき ‥‥‥‥‥‥‥‥９点‥‥‥‥･‥ ４
小学校低学年むき ‥‥‥‥９点‥‥‥･‥‥ ６
小学校中学年むき ‥‥‥‥10 点‥‥‥･‥‥８
小学校高学年むき ‥‥‥‥12 点‥‥‥･‥１１
中学生むき

Ｂ．0～8 類
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0 総記

‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥１６

1 哲学・宗教

‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥１６

2 地理・伝記

‥‥‥‥‥‥5 点‥‥‥‥‥１７

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥3 点‥‥‥‥‥１８
4 自然科学 ‥‥‥‥‥‥‥17 点‥‥‥･‥１９
5 技術・工学

‥‥‥‥‥‥2 点‥‥‥‥‥２２

書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４

Ａ．絵本・９類
幼年向き
いしゃがよい

小さなパンダを見つけたエ
ンさんは、体の弱いパンダを
自転車に乗せて医者通い。エ
ンさんはいつも歌を歌ってく
れます。やがてパンダは大き
くなり…。リズミカルな文章
の、心あたたまる、ほのぼの
したお話です。

さくらせかい／さく
福音館書店
￥800 え
978-4-8340-8164-0
幼年 小低 一般 小図

うーん、うーん、うんち！
ネイチャー&サイエンス／編
河出書房新社
￥1,300 え
978-4-309-27653-3
幼年 小低 小中 一般 小図

おでかけすいぞくかん
阿部浩志／ぶん
北村直子／え
学研教育出版
￥1,400 え
978-4-05-203792-4
幼年 小低 小中 一般

小図

けんかともだち

食べる、出す。生きものみ
んな、生きるために行う営
み。象からミミズまで、その
瞬間の姿や表情に注目！うん
ちクイズにも挑戦！敬遠しが
ちなうんちと楽しく向き合う
ことで、生命を見つめ直すこ
とができる絵本。

魚のひみつが絵とともに細
かく、分かりやすくかかれて
いる。パノラマ大水槽は見応
えも十分。さらに、水族館の
秘密や飼育係の仕事について
も分かる。まるで、水族館に
出かけたかのように楽しみな
がら学べる絵本。

仲良しのかんたとつよし
が、けんかをしてしまった。
「ぜっこうだ。」次の日、一
人はつまらないと思う二人だ
が、素直になれない。日常よ
くある場面設定で、読者が自
分の体験と重ねながら読める
絵本。

丘修三／作
長谷川知子／絵
鈴木出版
￥1,300 え
978-4-7902-5287-0
幼年 小低 一般 小図
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やさいぺたぺたかくれんぼ
松田奈那子／作
アリス館
￥1,100 え
978-4-7520-0715-9
幼年 小低 一般 小図

ゆきだるまうさぎ

風邪をひいて高い熱が出た
あっちゃん。もう1つ氷が食
べたくなって冷凍庫を開ける
と、中にいたのは雪の日に
作ったうさぎの雪だるまだっ
た。透明感あふれる挿絵が大
変魅力的なファンタジー絵
本。

田中てるみ／文
えがしらみちこ／絵
BL出版
￥1,300 え
978-4-7764-0741-6
幼年 小低 一般 小図

ライフタイム
ローラ・M.シェーファー／ぶん
クリストファー・サイラス・ニール／
え
福岡伸一／やく
ポプラ社
￥1,500 え
978-4-591-14540-1
幼年 小低 小中 小高 一般 小図

わたしのいえ
カーソン・エリス／作
木坂涼／訳
偕成社
￥1,800 え
978-4-03-348320-7
幼年 小低 小中 一般

かくれんぼのリズムに乗っ
て、野菜スタンプが絵の中に
隠れている。ピーマン、玉ね
ぎ等、おなじみの野菜の他、
セロリやゴーヤ、青梗菜も絵
の中にかくれんぼ。遊び方も
載っているので、実際に試し
て楽しむこともできる。

小図

こぶたのピクルス

バンドウイルカの歯の数や
キリンの模様の数など、生き
物と数字を関連づけて紹介し
た本。実際に数を数えてみた
くなる。あとがきには、それ
ぞれの生き物の詳しい解説も
ある。生き物や数字への関心
を高める本。

『いえ』にはいろんな家が
ある。世界の家、お話の中の
家、動物達の家。あなたの家
はどんな家？と、絵や文に発
展させることができる。また
ページ毎の絵はとても魅力的
で、子ども達に新しいお話を
紡ぎ出させる力を持ってい
る。
少しおっちょこちょいなこ
ぶたのピクルス君。４つのお
話に分かれていて、繰り返し
のあるストーリーの展開、ピ
クルス君のリズミカルなせり
ふなどが低学年や幼年の子へ
の読み聞かせにおすすめ。心
がほんわかする絵本。

小風さち／文
夏目ちさ／絵
福音館書店
￥1,600 913
978-4-8340-8149-7
幼年 小低 一般 小図
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小学校低学年むき

おじいちゃんのコート
ジム・エイルズワース／文
バーバラ・マクリントック／絵
福本友美子／訳
ほるぷ出版
￥1,600 え
978-4-593-50579-1
小低 小中 一般 小図

くれよんがおれたとき
かさいまり／さく
北村裕花／え
くもん出版
￥1,400 え
978-4-7743-2404-3
小低 小中 一般 小図

ハートのはっぱかたばみ
多田多恵子／ぶん
広野多珂子／え
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8156-5
小低 小中 一般 小図

まんてんべんとう

若いころから大切にしてき
たコート。ぼろぼろになった
としても、はさみでチョキ
チョキ、ミシンでカタカタ、
針でチクチクぬったらば…。
最後に残るのは？読み終えた
後、あたたかい気持ちになる
絵本です。

写生会の絵を仕上げている
時、仲良しのゆうちゃんが私
の大切なクレヨンを折ってし
まう。数日後、先生がゆう
ちゃんの絵をコンクールに出
すと発表するが、私は素直に
喜んであげられない。そのと
き、ゆうちゃんは…。

身近な場所で見つけること
ができる「かたばみ」につい
て詳しく説明された科学絵
本。夜になると3つのハート
の葉が閉じることや、種が飛
ぶ仕組みなど、分かりやすく
解説されている。詩のような
リズムも心地よい。

キャラ弁当に動物弁当。な
おくんはお母さんの作ってく
れる弁当がいつも自慢。でも
遠足の前日にお母さんが熱を
出してしまった。なおくんが
お母さんのためにとった行動
に対してお父さんがかけた言
葉とは？

くすのきしげのり／作
伊藤秀男／絵
フレーベル館
￥1,300 え
978-4-577-04269-4
小低 小中 一般 小図

-6-

スプーン王子のぼうけん
竹下文子／作
こばようこ／絵
鈴木出版
￥1,300 913
978-4-7902-3308-4
小低 一般 小図

ウォーリーと１６人のギャン
グ
リチャード・ケネディ／ぶん
マーク・シーモント／え
小宮由／やく
大日本図書
￥1,400 933
978-4-477-03044-9
小低 一般 小図

くろねこのロク空をとぶ
インガ・ムーア／作・絵
なかがわちひろ／訳
徳間書店
￥1,700 933
978-4-19-863947-1
小低 小中 一般 小図

ベッツィ・メイとこいぬ
イーニッド・ブライトン／作
ジョーン・G.トーマス／絵
小宮由／訳
岩波書店
￥1,200 933
978-4-00-115668-3
小低 小中 一般 小図

ルイージといじわるなへいた
いさん
ルイス・スロボドキン／作・絵
こみやゆう／訳
徳間書店
￥1,700 933
978-4-19-864018-7
小低 小中 一般 小図
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ある国に、「スプーン王
子」とよばれる王子さまがい
ました。みんなにかわいがら
れて大きくなった王子さまは
７歳になったある日、竜退治
の冒険にでかけました。食い
しん坊で知りたがり屋の王子
さまの冒険物語。

町に乗り込んできたギャン
グたちに立ち向かったのは、
ウォーリーという男の子一人
だけ。ウォーリーは知恵を働
かせて、ギャングたちをどん
どん片付けていきます。
ウォーリーの活躍をテンポよ
く描いた楽しく読める１冊。

食いしん坊のくろねこのロ
クは、夏休みに飼い主である
６軒の家族とキャンプ場に。
そこで出会った山ねこのス
コットに、食べ物の取り方を
教わるけれど、うまくいきま
せん。町ねこロクの森での冒
険を楽しく描いた物語。

好奇心旺盛で元気一杯の女
の子、ベッツィ・メイの周り
はいつも大騒ぎ。こいぬと一
緒に色々と大変なことを起こ
してしまいます。それでも大
人達は、付かず離れず見守っ
ていて…。心温まる短い九つ
の話からなる本。

国境近くの村に住む男の子
ルイージは、毎週土曜日バス
で国境を越え、バイオリンの
先生のところに通っている。
密輸を調べる警備の兵隊さん
が、いろいろな意地悪をして
きて…？ユーモラスでほのぼ
のとするお話。

小学校中学年むき
おとうふやさん

みっちゃんは、お豆腐屋さ
んで豆腐作りを見学させても
らうことになりました。大豆
は様々な工程を経て、豆腐や
厚揚げや油揚げに変身してい
きます。お豆腐屋さんの仕事
の内容を分かりやすく丁寧に
紹介した本です。

飯野まき／さく
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8201-2
小中 小高 一般 小図

タケノコごはん
大島渚／文 伊藤秀男／絵
ポプラ社
￥1,300 え
978-4-591-14577-7
小中 小高 一般 小図

おうだんほどうのムッシュト
マーレ
香坂直／作 フィリケえつこ／絵
小学館
￥1,300 913
978-4-09-289741-0
小中 小高 一般 小図

おばけ道、ただいま工事中！？
草野あきこ／作 平澤朋子／絵
岩崎書店
￥1,200 913
978-4-265-05499-2
小中 一般 小図
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子どもたちは、出兵するこ
とになった担任の先生に別れ
のあいさつをするため、家を
訪ねました。先生はみんな
に、タケノコごはんを振る舞
います。その時、いつもは泣
かない心の強い少年が、みん
なの前で初めて涙をみせまし
た。
信号が青でも、横断歩道を
渡ってはいけないときがあ
る。それは、心の中の信号が
青になっていないとき。心の
中の信号を無視して渡ろうと
すると、「君はここを渡って
いいのかな」と全身赤ずくめ
のおじさんが現れる…。

あの世とこの世を繋ぐ「お
ばけ道」の工事により、ぼく
の部屋に一週間「おばけ道」
が現れた。「道」の監視にき
たお化けのサト、引き受けた
お礼にもらったクーポン券、
そしてぼくの活躍で、この世
とあの世が少し変わる。

お昼の放送の時間です
乗松葉子／作 宮尾和孝／絵
ポプラ社
￥1,200 913
978-4-591-14678-1
小中 小高 一般 小図

菜乃のポケット

憧れの放送委員になれた！
だけど、ペアを組むのはおサ
ルみたいな男の子。絶対にう
まくいきっこない…。小学４
年生での初めての委員会。お
となしい女の子と元気な男の
子とがお昼の放送を通して交
流を深めていきます。

菜乃ちゃんは妖精と一緒
に、家のお花屋さんの仕事を
手伝うことになった。読みや
すく、また、仕事のやりがい
にも自然に気付く展開になっ
ている。シリーズの中の１冊
なので、違う仕事の本を手に
取るきっかけにもなる。

村上しいこ／作
かべやふよう／絵
講談社
￥1,100 913
978-4-06-219755-7
小中 一般 小図

二日月
いとうみく／作 丸山ゆき／絵
そうえん社
￥1,300 913
978-4-88264-537-5
小中 小高 一般 小図

トルネード！
ベッツィ・バイアーズ／作
降矢なな／絵 もりうちすみこ／訳
学研教育出版
￥1,300 933
978-4-05-203691-0
小中 一般 小図

ペンギンは、ぼくのネコ
ホリー・ウェッブ／作
大野八生／絵 田中亜希子／訳
徳間書店
￥1,400 933
978-4-19-863982-2
小中 一般 小図
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待ちに待った妹の誕生。し
かしその妹は障害が残るかも
しれない小さな赤ちゃん…。
妹にかかり切りの両親への思
い､周囲の視線や言葉に傷つ
く気持ちなどを乗り越え、妹
を大切に思う主人公の気持ち
が素直に伝わる。

すさまじい竜巻が村に近づ
いている。子どもたちは不安
な気持ちを抱えながら地下室
へ逃げ込んだ。そこで始まっ
たのは、たつまきが来た日に
やってきた、「トルネード」
という名の犬の不思議な物語
だった。

アルフィーは，体の色がペ
ンギンそっくりのネコ「ぺん
ぎん」を飼っている。いつ
も，となりのおばあさんの家
の庭で遊んでいたのだが，そ
こにグレースという女の子が
引っ越してきて…？ほのぼの
とした心温まるお話。

ゆうかんな猫ミランダ
エレナー・エスティス／作
エドワード・アーディゾーニ／絵
津森優子／訳
岩波書店
￥1,500 933
978-4-00-115670-6
小中 小高 一般 小図
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ローマにすむ猫のミランダ
とそのむすめのプンカは、と
ても勇敢。火や煙を恐れず子
猫たちを助けたり、ライオン
を見事に追い払ったりしま
す。やがてミランダは、コ
ロッセオの女王となり…。ど
きどきわくわくするお話。

小学校高学年むき
アカシア書店営業中！
濱野京子／作 森川泉／絵
あかね書房
￥1,200 913
978-4-251-04424-2
小高 一般 小図

風のヒルクライム
加部鈴子／作
岩崎書店
￥1,300 913
978-4-265-05787-0
小高 中学 一般 小図

中学

清政
茂木ちあき／作 高橋ユミ／絵
新日本出版社
￥1,500 913
978-4-406-05856-8
小高 中学 一般 小図 中学

雲をつかむ少女
藤野恵美／著
講談社
￥1,400 913
978-4-06-219398-6
小高 中学 一般 小図

中学
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「本が好きだから…。」小
学５年生の大地はアカシア書
店の児童図書コーナーを守ろ
うと様々な工夫をして読書の
輪を広げていく。みんなと本
を読むということの楽しさ
や、人とつながっていく良さ
に気づかせてくれる。

山の登り坂をロードバイク
で黙々と登っていくヒルクラ
イムのレース。父から一方的
にプレゼントされ参加するこ
とになってしまった涼太や、
様々な思いをもってレースに
臨む人達をさわやかに描く。

地本問屋の跡取りとして生
まれた主人公。絵を描くこと
が大好きで、絵師を目指そう
とするけれど…。江戸時代の
出版業界のことがよく分か
る。そしてなにより、絵を描
きたい！という熱い思いが伝
わってくる物語。

SNSでふと友達の悪口がつな
がった。自分はその子を悪く
思わないけど…急に話は切れ
ないし…。SNSやネットの暗
い部分に足を踏み入れかける
が、何とか引き返していく主
人公達の短編集。スマホを持
つ小中学生にぜひ。

ハルと歩いた
西田俊也／作
徳間書店
￥1,500 913
978-4-19-864069-9
小高 中学 一般 小図

中学

１３歳の少女が見た沖縄戦
安田未知子／著
WAVE出版
￥1,300 916
978-4-87290-964-7
小高 一般 小図

ちいさなちいさなベビー服
八束澄子／作
新日本出版社
￥1,400 916
978-4-406-05955-8
小高 中学 一般 小図

中学

ひとりではじめたアフリカボラ
ンティア
渋谷ギャル店員
栗山さやか／著
金の星社
￥1,300 916
978-4-323-07320-0
小高 中学 一般 小図

今の自分が置かれている境
遇になじめず、違和感をもっ
ている主人公。しかし、中学
進学前の春休みに迷い犬の飼
い主を探すことになり、自分
の世界が大きく広がってい
く。多感なこの時期の児童生
徒にすすめたい1冊。

13歳の安田未知子は沖縄戦
で校長と牛島中尉の伝令役と
して、戦争に参加。度重なる
空爆、目の前で人が死んでい
く光景、草木を食べ飢えをし
のいでいく毎日。83歳の「沖
縄のマザーテレサ」が語る、
凄惨極まる沖縄戦の真実。

生まれてすぐ亡くなった赤
ちゃんのためにベビー服を縫
う。著者もそのボランティア
活動に参加しながら取材す
る。失われた命を大切にする
ことで、残された家族に寄り
添い支えるボランティアや病
院関係者の仕事を紹介。

渋谷のショップ店員だった
ときも、バックパッカーとし
て世界中でボランティアをす
るときも、作者はとにかくひ
たむきだ。親友や若くして命
を落とすアフリカの少女たち
の死を目の当たりにして、彼
女の価値観が大きく変わる。

中学

クジラに救われた村
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
978-4-378-01516-3
小高 一般 小図
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イヌイットは、ホッキョク
クジラ猟を行ってきた。しか
し、今は乱獲や気候変動によ
り絶滅の危機にさらされてい
る。町で育ったイヌイットの
少女スキが、曾祖母の暮らす
村での経験を通して、生きる
希望を見つけていく。

世界一のランナー
エリザベス・レアード／作
石谷尚子／訳
評論社
￥1,450 933
978-4-566-02451-9
小高 中学 一般 小図 中学

ぼくと象のものがたり
リン・ケリー／作 若林千鶴／訳
鈴木出版
￥1,600 933
978-4-7902-3306-0
小高 中学 一般 小図 中学

レッド・フォックス
チャールズ・G.D.ロバーツ／作
チャールズ・リビングストン・ブル／
画
桂宥子／訳
福音館書店
￥1,400 933
978-4-8340-8205-0
小高 中学 一般 小図 中学
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ソロモンはエチオピアの11
歳の男の子。オリンピックの
金メダリスト、ツル選手に憧
れる。ある時35㎞を走ること
になる。それはおじいちゃん
を助けるためだった。走るの
に大切なのは気持ちだという
思いが伝わる作品。

母と妹の三人で暮らす10歳
の少年ハスティンは、熱病に
かかった妹の治療費を稼ぐた
めに、象の世話係になった。
金儲けしか頭に無いサーカス
のオーナーの元で暮らす少年
と、群れから捕らえられた小
象の絆を描いた物語。

カナダ東部の荒野に暮らす
雄の赤ギツネ“レッド・
フォックス"。優れた体力と
冷静な判断力で、数々の危機
や困難を乗り越えていく。徹
底した生態観察をもとに〈カ
ナダ文学の父〉ロバーツが描
いた、写実的動物物語の傑
作。

中学生むき
幼い子は微笑む
長田弘／詩 いせひでこ／絵
講談社
￥1,500 え
978-4-06-133280-5
中学 一般 中図

うたうとは小さないのちひろ
いあげ
村上しいこ／著
講談社
￥1,500 913
978-4-06-219509-5
中学 一般 中図

小説の書きかた

2015年5月に亡くなった長
田弘の詩と、いせひでこの挿
絵とが、まるで音楽を奏でて
いるような美しい絵本。ペー
ジをめくるごとにイメージが
膨らむので、詩の世界への入
り口として中学生に薦めたい
一冊。

いじめにより引きこもり、
友人や家族を求めながらも傷
つけようとする壊れていく
心。そんな心が救われていく
形は、ひょっとしたらこんな
過程を踏むのかも…と考えさ
せてくれた。高校生の瑞々し
い短歌の世界が広がる。

部長の提案により、キミコ
が所属する高校文芸部では学
園祭の出し物を兼ねて共作で
リレー小説を書き、それを小
説誌の新人賞に応募すること
になった。それまで小説を
まったく書いたことのないキ
ミコは当惑するが。

須藤靖貴／著
講談社
￥1,300 913
978-4-06-219659-8
中学 一般 中図

ぼくたちに翼があったころ
タミ・シェム＝トヴ／作
岡本よしろう／画 樋口範子／訳
福音館書店
￥1,700 929
978-4-8340-8116-9
中学 一般 中図
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第二次世界大戦前のポーラ
ンドでコルチャック先生の愛
と尊厳に満ちた「孤児たちの
家」は孤児たちにとって楽園
であった。貧しさから心すさ
んだ少年ヤネクもその中で立
ち直り、自分の生き方を見つ
けていく。実話に基づいた物
語。

コービーの海
ベン・マイケルセン／作
代田亜香子／訳
鈴木出版
￥1,600 933
978-4-7902-3309-1
中学 一般 中図

だれにも話さなかった祖父の
こと
マイケル・モーパーゴ／文
ジェマ・オチャラハン／絵
片岡しのぶ／訳 あすなろ書房
￥1,400 933
978-4-7515-2753-5
中学 一般 中図

走れ、風のように
マイケル・モーパーゴ／著
佐藤見果夢／訳
評論社
￥1,200 933
978-4-566-02450-2
中学 一般 中図
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事故で片足を失った少女
と、クジラの物語。友達がお
らず、両親の喧嘩が絶えない
ことを事故のせいと思い、心
を閉ざしていた主人公コー
ビー。クジラと出会い、前向
きに生きていこうとする心の
葛藤が描かれている。

乗っていた商船が魚雷の攻
撃に遭い、顔や手に無残な傷
を負った祖父を、周囲の人は
正視できなかったが、マイケ
ルは祖父との時間を過ごすう
ちに、正面から祖父と向き合
うようになる。深く静かな感
動に包まれる物語。

世界一足が速い犬と言われ
るグレイハウンドが、この話
の主人公。不思議な運命をた
どる中で、人に助けられ、人
の支えとなりながら、懸命に
生きようとする犬の姿が描か
れている。人と犬との絆の温
かさや切なさを感じる。

Ｂ

０～８類
０

総記

今すぐ読みたい！１０代のた
めのＹＡブックガイド１５
０！
金原瑞人／監修，ひこ・田中／監修
ポプラ社
￥1,800 019
978-4-591-14724-5
中学 一般 中図

１

最近出版された本の中か
ら、これぞ！という本を紹
介。10代を生き抜く力になる
本、知的好奇心をかきたてる
本、新しい視野を開いてくれ
る本などさまざま。本を読ま
ない中高生にも、読みたい本
が見つかるブックガイド。

哲学・宗教

神社・お寺のふしぎ１００
田中ひろみ／文
偕成社編集部／ほか写真
偕成社
￥2,000 175
978-4-03-528400-0
小高 中学 一般 小図

中図
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神社やお寺は、初詣やお祭
りなど、昔から日本では親し
まれている。しかし、「鳥居
はなぜ赤いの」「お寺でお線
香をたくのはなぜ」など、意
外に知らないことも多い。大
人も知らない様々な疑問に答
えてくれる本。

２

地理・伝記

子どもたちへ、今こそ伝える
戦争
長新太／[著]，和歌山静子／[著]，那
須正幹／[著]，長野ヒデ子／[著]，お
ぼまこと／[著]，その他
講談社 ￥1,800 210
978-4-06-219626-0
小高 中学 一般 小図 中図

アンネのバラ
國森康弘／文・写真
講談社
￥1,500 289
978-4-06-287011-5
小高 中学 一般 小図

伊能忠敬
本地図

中図

歩いてつくった日

国松俊英／著
岩崎書店
￥3,600 289
978-4-265-08435-7
中学 一般 中図

世界一のパティシエになる！
輔老心／著
岩崎書店
￥1,300 289
978-4-265-08308-4
小中 小高 一般 小図
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戦後70年を節目に、児童文
学の作家たちが送る子どもた
ちへのメッセージ。一つ一つ
の作品は短いが、戦争当時の
情景や人々の心情がリアルに
伝わってくる。軍歌やイラス
ト入りの語句解説、年表が巻
末にあり分かりやすい。

高井戸中学校に咲き続けて
いる「アンネ・フランクの形
見」という名のバラは、40年
前に当時の生徒たちがアンネ
のお父さんに手紙を送りわけ
てもらったもの。平和への強
いメッセージを受けるノン
フィクション写真絵本。

今のような科学技術がない
江戸時代に、全国を歩き、測
量して精密な日本地図をつ
くった伊能忠敬。その人生と
時代背景について、豊富な写
真とともに解説。測量のしか
たや、旅での出来事も詳しく
記されていて興味深い。

ショートケーキのおいしさ
に衝撃を受けケーキ職人にな
ると誓った少年が、人の3倍
努力して世界一になるまでの
軌跡。2006年刊の『スーパー
パティシエ物語』からエピ
ソードを厳選。中学年から読
めて、読み応えのある伝記。

夢へ翔けて
ミケーラ・デプリンス／著，
エレーン・デプリンス／共著
田中奈津子／訳
ポプラ社
￥1,600 289
978-4-591-14504-3
小高 中学 一般 小図 中図

３

戦争孤児が黒人差別や偏見
を乗り越え、世界的なバレ
リーナになるまでを描いた自
伝。幼い頃に抱いたバレリー
ナへの憧れを忘れず、夢を叶
えた少女の姿を描く。夢を見
続け、前向きに生きることの
大切さを教えてくれる。

社会科学

セルマの行進
リンダ・ブラックモン・ロワリー／原
作，エルズペス・リーコック／原作，
スーザン・バックリー／原作
PJローラン／絵 渋谷弘子／訳
汐文社 ￥1,600 316
978-4-8113-2210-0
小高 中学 一般 小図 中図

おばあちゃん、おじいちゃん
を知る本 3
江頭恵子／文，望月彬也／監修，小島
喜孝／編，矢部広明／編
水野あきら／絵
大月書店 ￥2,500 367
978-4-272-40297-7
小中 小高 中学 一般 小図 中図

命を救われた捨て犬夢之丞
災害救助泥まみれの一歩
今西乃子／著 浜田一男／写真
金の星社
￥1,300 369
978-4-323-06089-7
小高 中学 一般 小図 中図
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約50年前、アメリカのアラ
バマ州で、黒人の投票権を求
める運動が起こる。人間とし
てあたりまえの主張を掲げて
整然と行進する人々は、白人
を含む多くの人の共感を呼
ぶ。歴史が変わる瞬間が、少
女の目を通して語られる。

「歩行を介助する時には、
悪い足の側のななめ後ろに立
つ」「着がえは、悪くない方
の腕から先に」など、様々な
場面でのお年寄りの介助の仕
方がよく分かる。これを知っ
ていれば、いつでもお年寄り
に優しくできる。

「命の無限の可能性」を信
じる筆者が、災害救助犬候補
として選んだのは殺処分され
るはずだった捨て犬、夢之
丞。一度は人間に見捨てられ
た小さな命が、その人間を救
うために災害現場に立つとき
がくる…。

４

自然科学

柳田理科雄の１日１科学[２]
夏の空想科学
柳田理科雄／著，
栄光ゼミナール／監修
汐文社
￥2,400 404
978-4-8113-2193-6
小高 中学 一般 小図

中図

よくわかる火山のしくみ
高橋正樹／著
誠文堂新光社
￥2,200 453
978-4-416-61608-6
小高 中学 一般 小図

「富士山と同じ大きさのア
イスクリームを作ったら？」
「サメに襲われたら、どんな
泳ぎ方で逃げればいい？」身
の回りにある不思議を面白く
分かりやすく紹介。夏の自由
研究にも役立つ。楽しみなが
ら科学の扉を開ける一冊。

日本には，110もの活火山
があり，近年も度々噴火して
いる。阿蘇山など，様々な火
山の噴火の仕組みや形態の違
いがよく分かる。噴火によっ
てできる地層や岩石のほか，
火山の恵みである温泉や地熱
発電も紹介されている。

中図

イーダ

本を開くと、そこは巨大な
鳥やワニが生息する亜熱帯の
ジャングル。事故にあった子
ザルが湖の底に沈み、化石に
なった。多数の化石の研究成
果を踏まえ、4700万年前のド
イツの姿を鮮やかによみがえ
らせた科学絵本。

ヨルン・フールム／文，
トルシュタイン・ヘレヴェ／文
エステル・ヴァン・フルセン／絵
遠藤ゆかり／訳
創元社 ￥1,500 457
978-4-422-76063-6
小高 中学 一般 小図 中図

せんせい！これなあに？
有沢重雄／構成・文
藤丸篤夫／写真
偕成社
￥1,600 460
978-4-03-414260-8
小低 小中 一般 小図
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6

子どもたちが学校や公園な
どで見付ける虫やその卵、服
に付くひっつき虫など、「こ
れなあに？」と疑問に思うも
のに対して、答えてくれる１
冊。写真が載っていて分かり
やすく、自分で名前を調べる
ことができる本。

アサガオ
赤木かん子／作 藤井英美／写真
新樹社
￥1,400 479
978-4-7875-8645-2
小低 小中 一般 小図

ぜんぶわかる！アサガオ
渡邉弘晴／著，仁田坂英二／監修
ポプラ社
￥2,000 479
978-4-591-14505-0
小低 小中 小高 一般 小図

タンポポ
赤木かん子／作 藤井英美／写真
新樹社
￥1,400 479
978-4-7875-8647-6
小低 小中 一般 小図

ヒマワリ
赤木かん子／作 藤井英美／写真
新樹社
￥1,400 479
978-4-7875-8646-9
小低 小中 一般 小図

ありがとう実験動物たち
太田京子／著，笠井憲雪／監修
岩崎書店
￥1,300 480
978-4-265-08309-1
小高 中学 一般 小図 中図
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アサガオの種から芽が出て
花が咲き、実となるまでの大
きく鮮やかな写真が目を引
く。半分に切られた種の中身
も細部まで知ることができ
る。植物の成長がストーリー
仕立てになっていて、最後ま
で楽しく読むことができる。

アサガオのつくりや成長の
様子から、種類までアサガオ
のすべてが分かる。つるが巻
きながら伸びていく様子な
ど、珍しい写真も多く収録さ
れている。低学年の観察から
高学年の調べ学習にまで、幅
広く役立つ１冊。

わたげを使ってふわふわ飛
んで行ったタンポポの種はど
んなふうに根をはるか知って
いますか？タンポポの一生を
物語としてまとめた、美しい
写真科学本。「きれい」「す
ごい」「楽しい」と写真の力
に圧倒される。

ヒマワリの花の中には、も
う一つの花がある。ヒマワリ
のつくりや成長の様子を、大
迫力の美しい拡大写真で分か
りやすく伝える写真絵本。巻
末には索引もついており、楽
しく調べ学習に取り組むこと
ができる一冊。

マウスやブタ、イヌなどの
実験動物を飼育するテルさん
や医療に携わる研究者への取
材を通して、見えてくるもの
は何か…。実験動物たちの犠
牲のもとに、進歩させた医療
技術や開発された医薬品など
について考えさせられる一
冊。

へんないきものすいぞくかん
ナゾの１日
松橋利光／写真，なかのひろみ／文
アリス館
￥1,600 480
978-4-7520-0718-0
小中 小高 中学 一般 小図 中図

生きものビックリ食事のじか
ん
ジェンキンズ／作，ペイジ／作
佐藤見果夢／訳
評論社
￥1,400 481
978-4-566-08007-2
小低 小中 小高 一般 小図

みてビックリ！動物のウンコ
図鑑 1
中居惠子／文，山本麻由／監修
ミネルヴァ書房
￥2,800 481
978-4-623-07527-0
小中 小高 一般 小図

これはなんのようちゅうか
な？
学研教育出版
￥1,500 486
978-4-05-204161-7
小中 小高 一般 小図

はじめてのむしのしいくとか
んさつ
筒井学／写真・文
学研教育出版
￥880 486
978-4-05-203976-8
小中 小高 一般 小図
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ダイオウグソクムシなど、
水族館で暮らす珍しい水中生
物の１日に密着。鮮やかな写
真と共に、軽妙で楽しいコメ
ントでその暮らしを紹介す
る。不思議な生物の生態や特
徴もよく分かる。生き物への
興味が湧いてくる本

どんな生き物も、生きるた
めに何かを食べる。また、食
べられないように、隠れたり
卵を守ったりする。魚の捕ま
え方、卵の守り方、葉っぱの
使い方など、６つの視点から
生き物を見つめる絵本。最後
に、詳しい解説付き。

いろいろな動物の体のつく
りや生態など、「ウンコ」を
通して知ることができる。牛
の糞が、バニラの香りのもと
になることや、ウグイスの糞
が洗顔料のもとになっている
ことなど、様々な「ウンコ」
の利用法も紹介されている。

身の回りで見かける幼虫や
いもむしが、どんな成虫にな
るのか調べることができる。
卵から成虫になるまでの様子
も鮮やかな写真と共に詳しく
説明されている。身近な昆虫
について楽しく学ぶことがで
きる本。

昆虫を捕まえてから、観察
して、飼育する方法が一目で
分かる。飼育箱も見やすいカ
ラ－イラストで描かれ、えさ
の入手の仕方ややり方も詳し
く紹介されている。昆虫の生
態もよく分かり、昆虫が育て
てみたくなる本。

さかなだってねむるんです
伊藤勝敏／写真，嶋田泰子／文，
瀬能宏／監修
ポプラ社
￥1,400 487
978-4-591-14640-8
小中 小高 一般 小図

ジンベエザメのはこびかた
松橋利光／写真，高岡昌江／文
宮野耕治／絵
ほるぷ出版
￥1,300 487
978-4-593-58305-8
幼年 小低 小中 一般 小図

ゴリラが胸をたたくわけ
山極寿一／文 阿部知暁／絵
福音館書店
￥1,300 489
978-4-8340-8187-9
小中 小高 一般 小図

５

眠っている間、敵に見つ
かったり潮に流されたりしな
いため、魚たちは体の色や模
様をかえたり、粘液の袋を
作って中に入ったりというよ
うに、さまざまな工夫をして
いる。睡眠中の魚の生態を紹
介した写真絵本。

生き物を水族館に連れて来
るにはどうするんだろう。世
界一大きな魚ジンベエザメ
を、様々な人や物が関わっ
て、高知から大阪まで慎重に
運ぶ様子を伝える写真絵本。
水族館に暮らす生き物につい
て、もっと知りたくなる本。
ゴリラは胸をたたくドラミ
ングという行為によって遠く
の群れに合図を送ったり、相
手を遊びに誘ったりしてい
る。野生のゴリラを観察し続
けた著者が、いろいろな実例
を紹介しながらドラミングの
意味を解き明かす。

技術・工学

きみもなれる！家事の達人
1
阿部絢子／監修，こどもくらぶ／編
少年写真新聞社
￥2,800 590
978-4-87981-540-8
小中 小高 一般 小図
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洗濯についてのすべてが分
かる。たらいからドラム式洗
濯機への道具の変遷から、汚
れがよく落ちる洗い方まで。
様々な洗濯表示の意味も分か
り易く説明している。中学年
から高学年の学習にも大活躍
の１冊。

きみもなれる！家事の達人
2
阿部絢子／監修，こどもくらぶ／編
少年写真新聞社
￥2,800 590
978-4-87981-541-5
小中 小高 一般 小図
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掃除道具の歴史から、洗剤
の種類まで掃除についてのす
べてが分かる。ほうきの正し
い使い方や雑巾の絞り方など
毎日の清掃活動の振り返りに
もぴったり。風呂やトイレ掃
除のコツなど、家庭での掃除
の学習にも役立つ本。

書名索引（五十音順）
ア アカシア書店営業中！
アサガオ
ありがとう実験動物たち
アンネのバラ

イ イーダ
生きものビックリ食事のじかん
いしゃがよい
伊能忠敬 歩いてつくった日本地図
命を救われた捨て犬夢之丞
今すぐ読みたい！
１０代のためのＹＡブックガイド１５０！

ウ ウォーリーと１６人のギャング

11
20
20
17
19
21
4
17
18

セ 世界一のパティシエになる！
世界一のランナー
セルマの行進
せんせい！これなあに？ ６
ぜんぶわかる！アサガオ

タ タケノコごはん
だれにも話さなかった祖父のこと
タンポポ

チ ちいさなちいさなベビー服

9

ナ 菜乃のポケット

9

オ おうだんほどうのムッシュトマーレ
幼い子は微笑む
おじいちゃんのコート
おでかけすいぞくかん
おとうふやさん
おばあちゃん、おじいちゃんを知る本 ３
おばけ道、ただいま工事中！？
お昼の放送の時間です

8
14
6
4
8
18
8
9

フ 二日月

カ 風のヒルクライム

11

ヘ ベッツィ・メイとこいぬ

ハ ハートのはっぱかたばみ
はじめてのむしのしいくとかんさつ
走れ、風のように
ハルと歩いた

22
23
11

ヒマワリ

へんないきものすいぞくかんナゾの１日

ホ ぼくたちに翼があったころ
ぼくと象のものがたり

雲をつかむ少女
くれよんがおれたとき
くろねこのロク空をとぶ

ケ けんかともだち

12
11
6
7
4

マ まんてんべんとう

子どもたちへ、今こそ伝える戦争
こぶたのピクルス
ゴリラが胸をたたくわけ
これはなんのようちゅうかな？

15
17
5
22
21
22

シ １３歳の少女が見た沖縄戦

12
14
16
22

小説の書きかた
神社・お寺のふしぎ１００
シンベエザメのはこびかた

ス スプーン王子のぼうけん

7

-24-

9
7
9
21
14
13
6
21

ヤ やさいぺたぺたかくれんぼ

5
19

ユ ゆうかんな猫ミランダ
ゆきだるまうさぎ
夢へ翔けて

ヨ よくわかる火山のしくみ
サ さかなだってねむるんです

20

ミ みてビックリ！動物のウンコ図鑑 １
柳田理科雄の１日１科学［２］

コ コービーの海

6
21
15
12

ヒ ひとりではじめたアフリカボランティア 12

ペンギンは、ぼくのネコ

ク クジラに救われた村

12

ト トルネード！
うたうとは小さないのちひろいあげ
うーん、うーん、うんち！

きみもなれる！家事の達人 ２
清政

8
15
20

16
7
14
4

キ きみもなれる！家事の達人 １

17
13
18
19
20

10
5
18
19

ラ ライフタイム

5

ル ルイージといじわるなへいたいさん

7

レ レッド・フォックス
ワ わたしのいえ

13
5
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