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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。情報化社会と言われ、様々な情報が氾濫する昨今、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は、読書と関わる大

人の重要な責務であると考えます。 

 本会は、途中で名称や形式の変更はあったものの、６０年以上の長きに渡って、

幼・小・中の教員と公共図書館の司書、及び、子どもの読書に関わる諸団体の方々

が一堂に会し、児童図書の選定に携わってきました。今年も、こうして「選定児童

図書目録」として一冊に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。各公共図書館、幼稚園、小中学校、とりわけ

今年度から学校司書が配置される市内１６校の小中学校におかれましては、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、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していただければ幸いです。  

 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２９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 28年 5月から平成 29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 56 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 



目  次 

Ａ．絵本・9類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･‥４ 

幼年むき ‥‥‥‥‥‥‥‥7点‥‥‥‥･‥ ４ 

小学校低学年むき ‥‥‥‥10点‥‥‥･‥‥６ 

小学校中学年むき ‥‥‥‥9点‥‥‥‥･‥ ９ 

小学校高学年むき ‥‥‥‥11点‥‥‥･‥１１ 

中学生むき ‥‥‥‥‥‥‥6点‥‥‥‥‥１４ 

Ｂ．0～8類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６ 

0 総記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥１６ 

1 哲学・宗教 ‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥１６ 

2 地理・伝記 ‥‥‥‥‥‥7点‥‥‥‥‥１７ 

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥１８ 

4 自然科学 ‥‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥１９ 

5 技術・工学 ‥‥‥‥‥‥2点‥‥‥‥‥１９ 

  書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０ 



あおのじかん

イザベル・シムレール／文・絵
石津ちひろ／訳
岩波書店
￥1,700　え
978-4-00-111259-7
幼年  小低　小中　小高　中学
一般　小図　中図

　夕暮れから真夜中までの生
き物の世界を、様々な青色で
描き出した美しい絵本。きれ
いな羽のアオカケス、海の底
のアオミノウミウシなど、薄
い青から濃い青へと、青一色
の世界の豊かな広がりを感じ
させてくれます。

あそぼ

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
978-4-591-14999-7
幼年  小低　一般　小図

　退屈している黄色い丸。線
をなぞったり、呪文をとなえ
たり、かくれんぼした丸を探
したりなど、丸と遊びながら
ページをめくっていきます。
次は何が起きるかな？と、わ
くわくした気持ちで楽しめる
絵本です。

いばりんぼうのカエルくん
こわがりのガマくん

松橋利光／著
アリス館
￥1,400　え
978-4-7520-0752-4
幼年  小低　小中　一般　小図

　左から読むとガマくんの
話、右から読むとカエルくん
の話で、左右どちらからも読
むことができる遊び心のある
絵本。臨場感あふれる写真に
は迫力があり、まるで自分も
水辺の生き物になったかのよ
うです。

おじゃまなクマのおいだしか
た
エリック・パインダー／さく
ステファニー・グラエギン／え
三辺律子／やく
岩崎書店
￥1,400　え
978-4-265-85094-5
幼年  小低　一般　小図

　トーマスは、ほら穴を作っ
て本を読もうとしますが、ク
マに乗っ取られてしまいま
す。ブルーベリー、孫の手、
はちみつなど、クマの好きな
ものを使って、クマをおびき
出そうとしますが…。意外な
展開で、温かい気持ちになれ
る本。

Ａ．絵本・９類

幼年向き
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シラユキさんと
あみあみモンスター
アンネマリー・ファン・ハーリンゲン
／作
野坂悦子／訳
BL出版
￥1,400　え
978-4-7764-0779-9
幼年  小低　一般　小図

　編み物が好きなヤギのシラ
ユキさんは、自分が編んだモ
ンスターに食べられそうにな
ります。モンスターに対抗す
るために、シラユキさんが編
んだものとは…。動きを感じ
る絵と、続きを予感させる最
後が楽しい絵本。

まかしとき！

くすのきしげのり／作
のしさやか／絵
フレーベル館
￥1,300　え
978-4-577-04349-3
幼年  小低　小中　一般　小図

　おばあちゃんに甘えてばか
りで、あまりお手伝いをしな
いななえちゃん。けがをした
おばあちゃんを助けるため、
はりきってお手伝いをしま
す。おばあちゃんのために
「ごちそう」を作ろうとする
のですが…。心温まるお話。

またおこられてん

小西貴士／作
石川えりこ／絵
童心社
￥1,300　え
978-4-494-01625-9
幼年  小低　小中　一般　小図

　いつもお母さんに怒られて
いる男の子。お風呂の中でお
父さんに「お母さんに嫌われ
ているかも」と悩みを打ち明
けます。そんなやり取りをお
母さんも聞いていて…。普段
の生活でなかなか分からない
気持ちを伝え合います。
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かばのさら・ばらのかさ

石津ちひろ／ことば
高畠純／え
ポプラ社
￥1,300　え
978-4-591-14971-3
小低　小中　一般　小図

　文字の順番を並べ替え、で
きた言葉を左右に並べたアナ
グラム絵本。対になったリズ
ムの良い短い言葉が、楽しい
イラストとともに紹介されて
います。言葉遊びを楽しみな
がら、いろいろな言葉に触れ
ることができる本です。

はじめてのオーケストラ

佐渡裕／原作
はたこうしろう／絵
小学館
￥1,500　え
978-4-09-726671-6
小低  小中　小高　一般　小図

　指揮者佐渡裕氏の絵本。第
九のコンサートに初めて行け
ることになった女の子の気持
ちや、楽器やホールの雰囲
気、そして音楽を、柔らかく
表情豊かな絵と文が語りかけ
ます。第九のメロディーと会
場の感動が心に降り注ぎま
す。

わたしのそばできいていて

リサ・パップ／作
菊田まりこ／訳
WAVE出版
￥1,400　え
978-4-87290-947-0
小低  小中　一般　小図

　音読がとても苦手なマディ
でしたが、犬のポニーの前で
は楽しく本を読むことができ
るようになりました。なぜな
らば、間違えることを気にし
なくてもいいからです。アメ
リカにいる読書介助犬と少女
の物語です。

うみのとしょかん

葦原かも／作
森田みちよ／絵
講談社
￥1,100　913
978-4-06-199613-7
小低　一般　小図

　海の底には魚たちの図書館
があります。そこでは、あの
暴れん坊のサメでも静かに本
を読むし、マグロは泳ぎなが
らの読み聞かせを楽しんでい
ます。色々な魚たちが、それ
ぞれに本と関わっていく、ほ
んわかとしたお話です。

小学校低学年むき
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オムライスのたまご

森絵都／作
陣崎草子／絵
講談社
￥1,200　913
978-4-06-220264-0
小低　一般　小図

　夢は願うだけでは叶いませ
ん。不本意な卵料理にされて
しまった姉たちの姿を見て、
まずい！と感じた、たまごの
タマキちゃん。「オムライス
になる」という夢に向かって
飛び出します。「たべものの
おはなしシリーズ」の中の１
冊です。

せなかのともだち

萩原弓佳／作
洞野志保／絵
PHP研究所
￥1,100　913
978-4-569-78560-8
小低　一般　小図

　意地の悪いヒツジの背中の
毛と、怒りんぼうなハリネズ
ミの針がからまってしまいま
した！自分たちではとれそう
もないし、みんなにも断ら
れてばかり。背中合わせの
２人は、今までの自分たち
の振る舞いを考えることに
なります。

ドアのノブさん

大久保雨咲／作
ニシワキタダシ／絵
講談社
￥1,400　913
978-4-06-195774-9
小低  小中　一般　小図

　コートのボタンやドアのノ
ブなど、日常の「小さなも
の」たちを通して、生活を見
直すことができ、さらに生活
を楽しもうという気持ちにさ
せてくれます。着眼点が優れ
ており、短編なので、読みや
すい１冊です。

みてろよ！父ちゃん！！

くすのきしげのり／作
小泉るみ子／絵
文溪堂
￥1,300　913
978-4-7999-0180-9
小低　一般　小図

　運動会のかけっこで１番に
なれそうなので、家族に応援
してほしいと思っているアキ
ヨシ。でも大工の棟梁の父は
来れそうにありません。前
夜、学校のテントと走路を点
検する父の姿を見て、自分へ
の応援の気持ち、父のかっこ
よさに気付き、活躍を誓いま
す。

おしろのばん人とガレスピー
ベンジャミン・エルキン／ぶん
ジェームズ・ドーハーティ／え
小宮由／やく
大日本図書
￥1,400　933
978-4-477-03070-8
小低　一般　小図

　お城の番人は、世界中のだ
れよりも目がいいことを自慢
しています。そこで王様は、
番人をだませた人に、ダイヤ
モンドつきの金メダルを贈る
と決めました。賢い少年ガレ
スピーとお城の番人や王様と
のやりとりを、楽しんで読め
る本。
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ミミとまいごの
赤ちゃんドラゴン
マイケル・モーパーゴ／作
ヘレン・スティーヴンズ／絵
おびかゆうこ／訳
徳間書店
￥1,700　933
978-4-19-864281-5
小低  小中　一般　小図

　山のドラゴンが恐ろしい災
いをもたらすと信じられてい
るドルタ村。ところが、ある
朝、ミミの家に赤ちゃんドラ
ゴンがやってきたからさあ大
変！カラーの挿絵入りで、初
めて幼年童話を読む年頃の子
どもにぴったりな物語です。
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絵本あなのあいたおけ

プレム・ラワット／文
しろいあや／絵
マックス・ウィトル／訳
プレム・ラワット日本事務局
￥1,500　え
978-4-86113-778-5
小中  小高　一般　小図

　庭師は二つのおけで水を運
んでいましたが、おけの一つ
に穴があき、水がこぼれ、庭
まで運べなくなりました。穴
のあいたおけは、自分は役に
立たないと悲しみます。そん
なおけに庭師は…。自分の良
さに気づかせる本です。

シロナガスクジラ

ジェニ・デズモンド／さく
福本由紀子／やく
BL出版
￥1,600　え
978-4-7764-0733-1
小中  小高　一般　小図

　大きさは３０ｍで１６０ト
ン。口は５０人が入れるほど
大きいのに、１度に飲み込め
るオキアミはほんの少し、な
ど、シロナガスクジラのいろ
いろな生態が分かる絵本。可
愛らしい絵ですが、文章量や
内容は中学年以上向けです。

すばこ

キムファン／文
イスンウォン／絵
ほるぷ出版
￥1,500　え
978-4-593-50582-1
小中  小高　一般　小図

　すばこは、人が作った鳥の
家。鳥たちが安心して子育て
できるようにとドイツの男爵
が考え、世界中に広まりまし
た。すばこは、自然保護にも
つながります。すばこのはじ
まりと活用方法を紹介した絵
本です。

オレさすらいの転校生

吉野万理子／著
平沢下戸／イラスト
理論社
￥1,000　913
978-4-652-20173-2
小中  小高　一般　小図

　父親の仕事で転校を繰り返
す４年生の曲角風馬。１１校
目の学校では、隣の学校との
競歩大会が近く開かれる予定
です。競歩初心者の風馬は、
口をきかないサクラや多くの
クラスメイトと共に、優勝目
指して練習に取り組みます。

小学校中学年むき
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チキン！

いとうみく／作
こがしわかおり／絵
文研出版
￥1,300　913
978-4-580-82302-0
小中  小高　一般　小図

　まっすぐに思ったことをそ
の時その場ですぐ話す。これ
は…いい面もあるけど、人と
ぶつかることも多くなりま
す。では、どうすればよいの
でしょう？ちょっと頼りない
主人公と気の強い女の子と、
一緒に考えてみませんか。

ぼくたちのおばけ沼

中村淳／著
藤本四郎／絵
汐文社
￥1,400　913
978-4-8113-2318-3
小中  小高　一般　小図

　前の学校で弱虫扱いされて
いたぼくは、新しい学校で、
嫌われもののヒロアキと釣り
を通じて友情を深めていきま
す。が、自分のせいで仲たが
いに…。しかし、入院したヒ
ロアキのために、ぼくは怪魚
を釣りあげようとします。友
情物語。

ぼくらのウソテレビ

ねじめ正一／作
武田美穂／画
くもん出版
￥1,200　913
978-4-7743-2478-4
小中　一般　小図

　つい、ウソをついてしま
い、引っ込みがつかなくなっ
てしまうことってありません
か？ウソをついてしまうこと
と友情について、また、親の
仕事により転校が多い子の気
持ちについて、共感をもって
読むことができる物語。

いたずらっ子がやってきた

カトリーナ・ナネスタッド／作
こぺんなな／絵
渋谷弘子／訳
さ・え・ら書房
￥1,500　933
978-4-378-01521-7
小中  小高　一般　小図

　インゲは想像力豊かで活発
な１０歳の女の子。両親を亡
くし、にぎやかな街から、お
ばあちゃんの住む小さな島で
暮らすことになりました。イ
ンゲが次々に引き起こす事件
を通して、約１００年前のデ
ンマークの生活や、少しずつ
変わっていく島の人の様子を
楽しんで読める本。

バクのバンバン、町にきた

ポリー・フェイバー／作
クララ・ヴリアミー／絵
松波佐知子／訳
徳間書店
￥1,400　933
978-4-19-864903-6
小中　一般　小図

　何でもできる女の子マン
ゴー・ナンデモデキルは、あ
る日、横断歩道にうずくまっ
ているバクを見つけました。
マンゴーは、そのバク、バン
バンを家につれて帰り、いっ
しょに暮らすことにしまし
た。４つの短い話で楽しく読
める本です。
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がらくた学級の奇跡

パトリシア・ポラッコ／作
入江真佐子／訳
小峰書店
￥1,500　え
978-4-338-23515-0
小高  中学　一般　小図　中図

　「がらくた学級」と呼ばれ
る学級に転入したトリシャ
は、男の子にからかわれ傷つ
きます。その学級で、ある
時、がらくたの中にあった模
型飛行機を協力して飛ばすこ
とに。誰でも可能性をもって
いると気付かせてくれます。

スラムにひびくバイオリン

スーザン・フッド／作
サリー・ワーン・コンポート／絵
中家多惠子／訳
汐文社
￥1,800　え
978-4-8113-2365-7
小高  中学　一般　小図　中図

　ゴミ処理場のスラム街に住
むアーダは１１歳。音楽家
チャベスと出会い、廃材で
作ったバイオリンの練習を始
めました。貧困に苦しむ子ど
も達が、音楽を通して自信や
希望を見つけていく、パラグ
アイの実話です。

大久野島からのバトン

今関信子／作
ひろかわさえこ／絵
新日本出版社
￥1,800　913
978-4-406-06033-2
小高  中学　一般　小図　中図

　野生のウサギが生息するこ
とから観光客でにぎわう瀬戸
内の島、大久野島。昭和初
期、ここには毒ガス兵器を製
造する工場が存在していまし
た。毒ガスが何をもたらした
かを見つめ、それにより消さ
れていた歴史と向き合いま
す。

坂の上の図書館

池田ゆみる／作
羽尻利門／絵
さ・え・ら書房
￥1,300　913
978-4-378-01551-4
小高　一般　小図

　五年生の春菜は母と一緒に
自立支援センターで暮らすこ
とになりました。隣には市民
図書館があり、春菜は生まれ
て初めて図書館に入ります。
友達や司書、本との出会いに
よって、内気だった春菜が少
しずつ変わっていき、成長し
ていく姿が描かれています。

小学校高学年むき
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僕は上手にしゃべれない

椎野直弥／著
ポプラ社
￥1,500　913
978-4-591-15323-9
小高  中学　一般　小図　中図

　「『吃音症』と呼ばれる、
この物語の主人公と同じもの
を、僕も抱えています」あと
がきで、そう述べている作
者。「じぶんの書いた物語で
誰かを助けたい」「吃音を考
えるきっかけになってくれた
らとてもうれしい」という思
いが詰まっています。

まっしょうめん！

あさだりん／作
新井陽次郎／絵
偕成社
￥900　913
978-4-03-649040-0
小高  中学　一般　小図　中図

　小学６年生の成美は、父の
一言から剣道教室に通うこと
となります。武道を通して、
親や友人、そして剣道の仲間
や人生に対して真正面からぶ
つかろうとする作品です。新
しいことに挑戦する人にぜひ
読んでほしい１冊。

レイさんといた夏

安田夏菜／著
佐藤真紀子／装画・挿絵
講談社
￥1,400　913
978-4-06-283239-7
小高  中学　一般　小図　中図

　自分は誰なのかを思い出
し、成仏したい幽霊のレイさ
ん。レイさんが時折思い出す
「人」との思い出に付き合わ
される主人公。２人のかけあ
いが軽やかで楽しく読めま
す。「人と自分」について深
く考えさせられる１冊。

ジョージと秘密のメリッサ

アレックス・ジーノ／作
島村浩子／訳
偕成社
￥1,400　933
978-4-03-726880-0
小高  中学　一般　小図　中図

　ジョージは、トランスジェ
ンダーを自覚している４年生
の男の子。劇の女の子役を希
望しますが、男の子だからと
先生は許してくれません。そ
こで、ママが見に来る夜の公
演で、親友のケリーとこっそ
り入れ替わることに…。

ホイッパーウィル川の伝説

キャシー・アッペルト／著，
アリスン・マギー／著
吉井知代子／訳
あすなろ書房
￥1,400　933
978-4-7515-2862-4
小高  中学　一般　小図　中図

　あのとき私が姉の手をはな
さなければ…姉の死を悔み続
けるジュールズのもとに、不
思議な子ギツネがあらわれま
す。このキツネは姉の生まれ
変わりか？神秘の森で繰り広
げられる、キツネと人間の物
語。
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ぼくとベルさん

フィリップ・ロイ／著
櫛田理絵／訳
PHP研究所
￥1,400　933
978-4-569-78623-0
小高  中学　一般　小図　中図

　算数はできるのに読み書き
が苦手な少年。父に「農夫に
なるしかない」と言われます
が、発明家ベルと出会って、
自分の可能性を知り、ヘレ
ン・ケラーからは「あきらめ
ない勇気」を教えられます。
失敗から学ぶ大切さがわかる
本。

テオの「ありがとう」ノート

クロディーヌ・ル・グイック＝プリエ
ト／著
坂田雪子／訳
PHP研究所
￥1,400　953
978-4-569-78534-9
小高  中学　一般　小図　中図

　車いすで生活しているテ
オ。何かを頼むたび、お礼を
言わなくてはいけないことに
うんざりしています。そこ
で、自分でできることを増や
してその回数を減らし、逆に
何かをお手伝いすることで、
「ありがとう」を貯金してい
くことに。
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小やぎのかんむり

市川朔久子／著
講談社
￥1,400　913
978-4-06-220005-9
中学　一般　中図

　中三の夏休み。家族との関
係が辛くなり重い心を抱えた
夏芽は、山寺での１人きりの
サマーキャンプに参加しま
す。そこで出会う人たちとの
ふれあいを通して、前を向く
ことができていきます。明日
への希望がにじむ作品です。

さくら坂

千葉朋代／作
小峰書店
￥1,400　913
978-4-338-28709-8
中学　一般　中図

　骨折がきっかけで骨肉腫と
いう病気が判明して、足を切
断しなければならなくなった
主人公の女子高生。受け入れ
難い現実と闘病を支える医
師、看護師、義足を作る義肢
装具士。前向きに生きる力を
取り戻すラストは圧巻です。

キミがくれた希望のかけら

セアラ・ムーア・フィッツジェラルド
／作
平澤朋子／絵　中林晴美／訳
フレーベル館
￥1,400　933
978-4-577-04437-7
中学　一般　中図

　ある日、学校の人気者だっ
たオスカーが姿を消しまし
た。オスカーは亡くなってし
まったのでしょうか？親友の
メグと弟のスティーヴィは希
望を捨てず探し続けます。友
情や恋心を織り交ぜ、謎を解
き明かしながら展開していく
物語。

紅のトキの空

ジル・ルイス／作
さくまゆみこ／訳
評論社
￥1,600　933
978-4-566-01398-8
中学　一般　中図

　１２歳のスカーレットの願
いは、母さんと弟と、３人で
静かに暮らすことです。それ
なのに母さんは入院しなけれ
ばならないし、弟は児童ケア
ホームに入らなければならな
い…家族とは一体何かを考え
させられる作品です。

中学生むき
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わたしたちが自由になるまえ

フーリア・アルバレス／著
神戸万知／訳
ゴブリン書房
￥1,500　933
978-4-902257-32-8
中学　一般　中図

　独裁政権末期のドミニカ共
和国。１２歳になるアニータ
の周りには、不穏な空気が
漂っていました。父とおじが
独裁に抵抗する運動に関わ
り、秘密警察に追われる身
に。自由を求める闘いを見つ
めた少女の物語。

ミスターオレンジ

トゥルース・マティ／作
平澤朋子／絵
野坂悦子／訳
朔北社
￥1,500　949
978-4-86085-124-8
中学　一般　中図

　八百屋の少年ライナスは、
オレンジを注文する画家と知
り合い「ミスターオレンジ」
と名付けます。原色の四角を
貼りつけた明るいアトリエ
は、戦争の影にのみこまれそ
うなライナスに、明るい未来
を見せてくれました。
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旗のほん

ロブ・コルソン／著
上野和子／訳，林径子／訳
六耀社
￥1,850　288
978-4-89737-847-3
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　国旗を始め、スポーツの
旗、警告の旗、海賊の旗な
ど、世界には多くの種類の旗
があります。その様々な旗と
それにまつわる物語がつまっ
た一冊。旗の色や模様に込め
られた意味から、その国の歴
史までもが分かります。

これから戦場に向かいます

山本美香／写真と文
ポプラ社
￥1,600　319
978-4-591-15096-2
小高  中学　一般　小図　中図

　今も戦争が続く中東の戦場
の様子を伝えています。悲惨
な写真だけでなく、笑顔の子
どもたちや花が咲き乱れる野
原の写真も。本来のどかな場
所で戦争がおき、たくさんの
死傷者が出ている悲惨な現実
が伝わってきます。

Ｂ　０～８類

２　地理・伝記

３　社会科学
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お月さまのこよみ絵本

千葉望／文
阿部伸二／絵
理論社
￥1,400　449
978-4-652-20157-2
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　昔、日本には月の暦＝旧暦
がありました。人々は空に浮
かぶ月の形で多くの事を知り
ました。旧暦の仕組みが分か
りやすくまとめてあり、祭り
や節句など古くから伝わる年
中行事の意味や、旧暦との関
わりが簡単に学べる絵本で
す。

寿命図鑑

いろは出版／編著
やまぐちかおり／絵
いろは出版
￥2,700　461
978-4-86607-010-0
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　ブタの寿命は１５年。しか
し食用のブタは生後６～７ヶ
月で出荷されます。大リーグ
のバット、１シーズン生きる
のは難しい。中には１打席で
…。この世のものを１３カテ
ゴリーに分け３２４個の寿命
とそれにまつわるエピソード
を紹介。

共生する生き物たち

鷲谷いづみ／監修
PHP研究所
￥3,000　468
978-4-569-78547-9
小中  小高　一般　小図　中図

　生き物の多くは、ほかの生
き物とかかわり合いながら生
きています。「食べる、食べ
られる」という関係のほか、
密接に協力し合ってお互いが
得をする「共生」という関係
もあります。「共生」関係に
ある生き物の生態を写真とと
もに紹介しています。

ぜんぶわかる！トンボ

尾園暁／著
ポプラ社
￥2,000　486
978-4-591-15029-0
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　オニヤンマの一生や体の仕
組み、雄の縄張りのことや、
飛ぶときの羽の動かし方など
を、臨場感あふれる写真を添
えて説明してあります。いろ
いろなトンボの特徴・生態も
分かりやすく学べます。

４　自然科学
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つちはんみょう

舘野鴻／作絵
偕成社
￥2,000　486
978-4-03-437070-4
小中  小高　一般　小図

　つちはんみょうの幼虫が命
がけでいろいろな虫にくっつ
きながら目指すのは、ひめは
なばちの巣穴…？つちはん
みょうの一生を、色あざやか
な絵で描きながら、自然界の
厳しさ、命の尊さを感じさせ
てくれる一冊です。

アマミホシゾラフグ

江口絵理／ぶん
大方洋二／しゃしん，友永たろ／え
ほるぷ出版　￥1,300　487
978-4-593-58306-5
小低  小中　一般　小図

　海底に出現した大きな謎の
ミステリーサークル。犯人は
アマミホシゾラフグという小
さな魚です。一体何のために
こんなサークルを作るので
しょうか。アマミホシゾラフ
グの変わった生態が分かる本
です。

鳥のくらし図鑑

おおたぐろまり／絵・文
偕成社
￥2,000　488
978-4-03-437460-3
小中  小高　一般　小図

　よく見かける鳥の代表選
手、ヒヨドリ。でもヒヨドリ
の中にはずっと同じ場所で暮
らすものと、季節によって移
動するものがいることを知っ
ていましたか？身近な鳥でも
一年を通じた暮らしを知る
と、楽しい発見があります。

よみがえれアイボ
　ロボット犬の命をつなげ

今西乃子／著　浜田一男／写真
金の星社
￥1,400　507
978-4-323-06091-0
小高  中学　一般　小図　中図

　一大ブームを巻き起こした
ロボット犬のアイボ。けれ
ど、販売が終了すると専門の
治療センターも閉院してしま
います。アイボを可愛がる飼
い主たちは必死で修理先を探
し、その想いに応えて技術者
たちが立ち上がりました。

５　技術・工学
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捨て犬たちとめざす明日

今西乃子／著　浜田一男／写真
金の星社
￥1,400　645
978-4-323-06092-7
小高  中学　一般　小図　中図

　ＮＰＯ法人キドックスの目
的は、捨て犬の訓練を通し、
引きこもりや不登校に悩む若
者たちを社会に巣立たせるこ
とです。少しずつ自信をつけ
ていく若者たちと、新しい飼
い主のもとへ旅立っていく捨
て犬たちの姿に心打たれま
す。

日本の世界遺産

山口正／監修
朝日新聞出版
￥2,000　709
978-4-02-220623-7
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　日本の世界遺産について、
イラスト図解と写真でわかり
やすく解説しています。それ
ぞれの世界遺産の特徴だけで
なく、時代背景や関係の深い
人物、類似した外国の世界遺
産など、多角的な視点で世界
遺産を紹介しています。

不可能とは、可能性だ
パラリンピック金メダリスト新田佳
浩の挑戦

笹井恵里子／著
金の星社
￥1,400　784
978-4-323-06093-4
小中  小高　中学　一般　小図　中図

　祖父の運転する耕運機に挟
まれて左腕を失った幼年時
代。障害者ではなく健常者と
して両親に厳しく育てられた
少年時代。後にクロスカント
リーのパラリンピック選手と
なり、金メダルを手にした新
田選手の半生を描いていま
す。

６　産業

７　芸術
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