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 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、読書の楽しさのみならず生きることの素

晴ら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、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に加え、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

のできる素晴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

学校司書が配置された市内３２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、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30年5月 

名古屋市児童図書選定懇談会座長 

名古屋市立長須賀小学校長 

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 29年 6月から平成 30年 3月

までに選定会を 9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 59 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です。 
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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 ‥‥‥‥‥‥‥‥11点‥‥‥‥‥･4 

小学校低学年むき ‥‥‥‥ 7点‥‥‥‥‥･7 

小学校中学年むき ‥‥‥‥ 6点‥‥‥‥‥･9 

小学校高学年むき ‥‥‥‥11点‥‥‥‥‥11 

中学生むき ‥‥‥‥‥‥‥ 9点‥‥‥‥‥14 

 

Ｂ．0～8類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 

2 地理・伝記 ‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥16 

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥4点‥‥‥‥‥16 

4 自然科学 ‥‥‥‥‥‥‥8点‥‥‥‥‥17 

6  産業‥‥‥‥‥‥‥･･････2点‥‥‥‥‥19 

 

 

  書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･20 
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いろいろおてがみ

えがしらみちこ／作
小学館
￥1,100　え
978-4-09-726702-7
幼年

はなちゃんに次々と手紙が届
きます。しましま模様はしま
うま、小さいのはてんとう虫
と差出人はいろいろ。手紙を
通しての心温まるコミュニ
ケーションを楽しめます。ポ
ストをのぞくはなちゃんの描
写も愛らしいです。

ごちそうの木
タンザニアのむかしばなし

ジョン・キラカ／作
さくまゆみこ／訳
西村書店
¥1,500　え
978-4-89013-983-5
幼年  小低

日照りが続く中、たくさんの
実をつけた木がありました。
その実はずいぶん高いところ
にあり、動物たちは採ること
ができません。そこで、かし
こいカメに相談すると…。独
特な絵がタンザニアの風土を
感じさせる昔話絵本です。

このあいだになにがあった？

佐藤雅彦／作
ユーフラテス／作
福音館書店
￥900　え
978-4-8340-8336-1
幼年  小低

見開きページが三等分され、
真ん中に「このあいだになに
があった？」と問い掛けがあ
ります。その両端には変化す
る前後の写真。次のページを
めくると変化の様子が分かり
ます。「なにがあったのか
な」と想像しながら楽しむ写
真絵本です。

こまったこぐま
こまったこりす

かこさとし／著
白泉社
￥1,300　え
978-4-592-76207-2
幼年  小低

困ったこぐま、困ったこり
す。困った動物たちが次々に
出会います。こぎつねが岩の
間に落としてしまった薬の
はっぱを、みのむしが取って
あげたのをきっかけに、みん
なで助け合い、困ったことを
解決していきます。

Ａ．絵本・９類

幼年向き
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サイモンは、ねこである。

ガリア・バーンスタイン／作
なかがわちひろ／訳
あすなろ書房
￥1,400　え
978-4-7515-2834-1
幼年  小低

ねこのサイモンが「ぼくた
ち、にてますね。」と声をか
けたのは、ライオンやトラな
ど強そうな動物たち。ぜんぜ
ん似ていないと笑われ、サイ
モンはしょんぼり。でも、皆
でじっくり見比べると、多く
の共通点が見えてきました。

詩ってなあに？

ミーシャ・アーチャー／作
石津ちひろ／訳
BL出版
￥1,500　え
978-4-7764-0792-8
幼年  小低

公園で詩の発表会のポスター
を見たダニエルは、「詩って
なあに？」と、生きもの達に
尋ねます。すると、生きもの
それぞれから生命の輝きのよ
うな答えがあふれます。コ
ラージュを使った絵も素敵
で、読み聞かせにも使える本
です。

そらまめくんのはらっぱあそ
び

なかやみわ／さく
小学館
￥1,200　え
978-4-09-726698-3
幼年  小低

夏の日、そらまめくんたちは
大きな笹舟を作って、小川を
ぐんぐん進みます。そこで久
しぶりに出会った仲間と、は
らっぱで遊びます。思わず
やってみたくなる自然を使っ
た遊びが、分かりやすく沢山
紹介されています。

にじいろでんしゃ
はっしゃしまーす！

間瀬なおかた／作絵
学研教育みらい
￥1,300　え
978-4-05-204625-4
幼年  小低

ぼくの描いた虹色柄の電車に
乗って、空の旅へ、さあ出
発。トンネルを抜けると、大
きなサメや南の海や宇宙が
…。それらは全て、みんなが
描いたものだったのです。想
像力を育み、心を明るく温か
くしてくれる一冊です。

にににんにんじん

いわさゆうこ／さく
童心社
￥1,100　え
978-4-494-00167-5
幼年  小低

葉が出て根が育ち、にんじん
ができあがるまでの生長の過
程が、写実的に描かれていま
す。様々な種類、大きさ、形
のにんじんが登場し、新たな
発見も楽しめ、給食や弁当、
食卓でおなじみのにんじんに
親しみが深まります。
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ぼくのもものき

広野多珂子／文・絵
福音館書店
￥1,200　え
978-4-8340-8328-6
幼年  小低

ぼくは、母ちゃんに桃の木を
買ってもらい、大切に育てま
した。実が落ちたり、虫に食
べられたりして、残り１個に
なってしまいました。桃を育
てる過程や、植物を大切に思
う気持ちが丁寧に描かれてい
て、心温まる絵本です。

やもじろうとはりきち

降矢なな／作・絵
佼成出版社
￥1,300　え
978-4-333-02766-8
幼年  小低

ヤモリのやもじろうとハリネ
ズミのはりきちは、大の仲良
しです。でも、やもじろう
は、はりきちと一緒にいるこ
とがつまらなくなって…。ど
んな友達にもよいところがあ
ると気付き、友達っていいな
と思える絵本です。
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いろいろいっぱい

ニコラ・デイビス／文
エミリー・サットン／絵
越智典子／訳
ゴブリン書房
￥1,500　え
978-4-902257-33-5
小低  小中　小高

クジラからキノコまで、世界
には数え切れないほどの命が
あります。地球上の生き物
は、食べたり食べられたり、
住みかになったりとお互いに
支え合いながら生きていま
す。世界の様々な生き物を、
美しい絵で紹介した科学絵本
です。

海のぷかぷか

高久至／写真
寒竹孝子／文
アリス館
￥1,400　え
978-4-7520-0797-5
小低  小中　小高

海の中にぷかぷかと漂うふし
ぎな生き物たち。透明な体
に、赤や黄色のきれいな水玉
模様の赤イカの赤ちゃん。お
とぎ話のような細長い体の
リュウグウノツカイ。海の中
の透明な生き物を、美しい写
真で分かりやすく紹介してい
ます。

かたあしの母すずめ

椋鳩十／作
大島妙子／絵
理論社
￥1,500　え
978-4-652-20236-4
小低  小中

「絶望」を知らぬ片足の母す
ずめ。何度も訪れる悲しみに
負けず、前を向いて生きてい
きます。ひなを必死に守る母
すずめの、強く優しい姿を描
いたお話です。迫力あるイラ
ストにも注目の一冊です。

ヒルダさんと３びきの
こざる

クェンティン・ブレイク／文
エマ・チチェスター・クラーク／絵
むらおかみえ／訳
徳間書店
￥1,700　え
978-4-19-864408-6
小低  小中

犬や猫を飼っている人は大勢
いますが、ヒルダさんはこざ
るを３びき飼っています。こ
ざるたちは元気いっぱいで、
いたずらをしてヒルダさんを
困らせます。でも、ヒルダさ
んはそんなこざるたちのこと
が大好きなのです。

小学校低学年むき
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とうふやのかんこちゃん

吉田道子／文
小林系／絵
福音館書店
￥1,300　913
978-4-8340-8367-5
小低  小中

かんこの父は豆腐屋を開きま
したが、思うように売れませ
ん。悩む父を見て、力になり
たいと思うかんこ。そこに２
匹のキツネがやってきて、お
いしい豆腐作りのコツを伝授
してくれます。思いやりに満
ちた物語です。

ぼく、ちきゅうかんさつたい

松本聰美／作
ひがしちから／絵
出版ワークス
￥1,400　913
978-4-907108-04-5
小低

トモヤは地球観察隊の隊員１
号。隊長は、病気で寝たきり
のトモヤのおじいちゃんで
す。残された時間の中でおじ
いちゃんが伝えたかったこと
は、ものごとをじっくりと見
つめることの喜びと大切さで
した。心温まる物語。

たんけんクラブ　シークレッ
ト・スリー

ミルドレッド・マイリック／ぶん
アーノルド・ローベル／え
小宮由／やく
大日本図書
￥1,400　933
978-4-477-03072-2
小低  小中

ビリーとマークは、砂浜でビ
ンに入った手紙を見つけまし
た。手紙には暗号が。そこか
ら、離れ島に住むトムとの暗
号による手紙のやりとりが始
まり、探検クラブを結成しま
す。絵本から読み物へ移行す
る子どもたちに、ぜひ。
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ええたまいっちょう！

くすのきしげのり／作
吉田尚令／絵
岩崎書店
￥1,300　え
978-4-265-08150-9
小中  小高

けんかして先生に叱られたぼ
くは、学校の帰り道に泥だら
けのボールを拾います。ぼく
は、お父さんの言葉を思い出
し、ボールを交番に届けま
す。おまわりさんとの交流を
通して、成長するぼくの姿を
描いた感動の絵本です。

しりとりボクシング

新井けいこ／作
はせがわはっち／絵
小峰書店
￥1,300　913
978-4-338-31901-0
小中

保護者主催による４年生の学
年行事が、「しりとり大会」
に決まりました。主人公はそ
の大会で勝利を得ようと、友
達と一緒に作戦を考えます。
その中で、友達の新しい面に
気付かされていく成長物語で
す。

ホテルやまのなか小学校

小松原宏子／作
亀岡亜希子／絵
PHP研究所
￥1,300　913
978-4-569-78677-3
小中  小高

廃校になったやまのなか小学
校を、卒業生のミナさんは、
友達のうさ子とコンタと一緒
に、素敵なホテルにしていき
ます。気難しそうな宿泊客た
ちは、ホテルで過ごすうちに
大切なものに気付きます。不
思議で心温まる物語。

アルバートさんと赤ちゃん
アザラシ

ジュディス・カー／作・絵
三原泉／訳
徳間書店
￥1,400　933
978-4-19-864409-3
小中

親を亡くしたアザラシの赤
ちゃんを引き取り、アパート
の部屋でこっそり育てること
に。本当にできる!?、できな
い!?実話を基にした物語で、
幸せなお話にしたいという作
者の優しさが、温かい文章に
込められています。

小学校中学年むき
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図書館にいたユニコーン

マイケル・モーパーゴ／作
ゲーリー・ブライズ／絵
おびかゆうこ／訳
徳間書店
￥1,300　933
978-4-19-864521-2
小中  小高

山や森を駆け回ることが好き
なトマスが、図書館で木製の
ユニコーンと、ユニコーン先
生と呼ばれる人に出会い、本
の楽しさにひきこまれていき
ます。やがて、戦争が村を襲
い…。本や読み聞かせの力を
描いた物語です。

わたしも水着をきてみたい

オーサ・ストルク／作
ヒッテ・スペー／絵
きただいえりこ／訳
さ・え・ら書房
￥1,200　949
978-4-378-04146-9
小中  小高

プールサイドで服を着て、水
泳の授業を見学している女の
子、ファドマ。本当は泳いで
みたいし興味もあるのです
が、できません。国際理解に
役立つとともに、「やりた
い」という子どものキラキラ
した気持ちが伝わってきま
す。
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絵物語古事記

富安陽子／文
山村浩二／絵
三浦佑之／監修
偕成社
￥1,600　913
978-4-03-744870-7
小高  中学

日本最古の歴史書である古事
記。天地の始まりやヤマタノ
オロチ、稲羽の白うさぎなど
の話が、一つのつながった物
語として生き生きと描かれて
います。初めて読む子どもで
も、絵本のように読みやす
く、楽しめる１冊です。

おれたちのトウモロコシ

矢嶋加代子／作
岡本順／絵
文研出版
￥1,300　913
978-4-580-82312-9
小高

千葉県から引っ越してきた竜
也は、友達の真琴、健との三
人で旅行へ行くため、トウモ
ロコシを作って売ることにな
りました。三人が田や畑の大
切さに触れ、田舎の温かい人
達に見守られながら、心豊か
に成長していく物語です。

助っ人マスター

高森美由紀／作
フレーベル館
￥1,400　913
978-4-577-04575-6
小高  中学

頼まれるとイヤとはいえない
佐和は、五年一組の助っ人マ
スター係。運動が超苦手なの
に、同じく運動音痴の良平と
一緒にマラソン大会に出るは
めに。父と結婚したルミさん
のコーチのもと、３人の特訓
が始まります。

ソーリ！

濱野京子／作
おとないちあき／画
くもん出版
￥1,300　913
978-4-7743-2710-5
小高

主人公の照葉は小学５年生。
なりゆきで学級委員をするこ
とになりました。とまどいな
がらも真剣に仕事に取り組む
中で考えたこととは？小学校
で起こりそうな出来事をもと
に「政治」とは…を分かりや
すく教えてくれます。

小学校高学年むき
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となりの火星人

工藤純子／著
講談社
￥1,400　913
978-4-06-283249-6
小高

見た目と違う。行動が変。
ちょっと変わっていて「困っ
た」子は火星人！？…でも本
当は「困った」 では なく
「困っている」子です。読ん
でいく中で、だれが、どんな
ことに「困っている」のかが
共感をもって分かります。

なみきビブリオバトル・
ストーリー

赤羽じゅんこ／ほか作
黒須高嶺／絵
さ・え・ら書房
￥1,400　913
978-4-378-01552-1
小高  中学

並木図書館のビブリオバトル
に、４人の小学生が集まりま
した。チャンプ本をとりたい
修。子犬の現状を伝えたいア
キ。本の主人公へのあこがれ
を抱く玲奈。けんかした修に
自分の気持ちを伝えたい陸。
それぞれの思いをかけて幕が
上がります。

はっけよい！雷電

吉橋通夫／著
講談社
￥1,400　913
978-4-06-283243-4
小高  中学

土俵下で相撲を見ていたはず
なのに、気が付いたら江戸時
代にタイムスリップしていた
僕。助けてくれたのは江戸時
代に活躍した力士、雷電でし
た。相撲の歴史だけでなく、
江戸時代の人々のくらしにつ
いても学べます。

ぼくらの山の学校

八束澄子／著
PHP研究所
￥1,400　913
978-4-569-78727-5
小高

学校にも家にも居場所がない
と感じていたぼくが選んだの
は、山村留学。自然の豊か
さ、見守ってくれる人のぬく
もりの中で成長し、仲間とつ
ながっていくこの物語は、実
在の愛媛県の小学校と、留学
センターがモデルになってい
ます。

村木ツトムその愛と友情

福井智／作
森英二郎／絵
偕成社
￥1,000　913
978-4-03-727270-8
小高  中学

脱力系の中２男子、村木ツト
ムにクラスのマドンナからア
プローチがありました。恋と
友情、そして部活動の中で、
振られても負けても、相手に
礼をつくす大切さを学んでい
きます。思春期真っ只中のツ
トムの青春物語。
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わたしの苦手なあの子

朝比奈蓉子／作
酒井以／絵
ポプラ社
￥1,300　913
978-4-591-15518-9
小高  中学

小学校最後の夏休みの宿題は
「自分の苦手なものを一つ克
服すること」でした。ヒロミ
は、クラスの誰ともうちとけ
ようとしない転校生リサと仲
良くなろうと決意します。二
人の女の子の成長と友情の物
語。

タイガー・ボーイ

ミタリ・パーキンス／作
ジェイミー・ホーガン／絵
永瀬比奈／訳
鈴木出版
￥1,500　933
978-4-7902-3327-5
小高

成績優秀なニールは、インド
の都会の中学校へ進学を薦め
られています。家族と離れた
くない気持ちが勉強を妨げる
中で、トラの子が保護区から
逃げ出す事件が起こります。
ニールの力強い行動が心を打
ちます。
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カーネーション

いとうみく／作
酒井駒子／画
くもん出版
￥1,400　913
978-4-7743-2690-0
中学

中学１年生の日和（ひより）
は、母親に嫌われていること
に気付いていました。けれ
ど、母親に愛されたいと願っ
ています。母親もまた、娘を
愛したいと思っているけれ
ど、できないままでいます。
それぞれの視点で描く、家族
の物語です。

こんとんじいちゃんの裏庭

村上しいこ／作
小学館
￥1,400　913
978-4-09-289757-1
中学

認知症の祖父が交通事故に遭
い、車の運転手から逆に損害
賠償を請求されてしまいま
す。疑問に思った少年は、事
故について調べ始め、白か黒
かではくくれない現実を知
り、誰もが必死で生きている
ことに気がついていきます。

１５歳、ぬけがら

栗沢まり／著
講談社
￥1,300　913
978-4-06-220601-3
中学

働かない母と、ゴミ屋敷同然
の家に住む麻美。仲間からの
悪への誘惑に流される毎日で
したが、ある出会いをきっか
けに少しずつ変わっていきま
す。貧困という過酷な問題
に、焦点を当てた物語です。

太陽ときみの声

川端裕人／作
朝日学生新聞社
￥1,200　913
978-4-909064-25-7
中学

親友と共にサッカーに打ち込
み、自分たちが部の中心に
なって活躍しようとしていた
矢先、遺伝性の病で視力を
失っていく主人公。絶望し、
苦しむ中で、ブラインドサッ
カーに出会い、再び輝きを取
り戻していく物語です。

中学生むき

- 14 -



一〇五度

佐藤まどか／著
あすなろ書房
￥1,400　913
978-4-7515-2873-0
中学

一〇五度とはイスの背もたれ
の最適な角度。それに、人が
互いに支えあうのにちょうど
よい角度でもあります。父の
決めた将来ではなく、同級生
の梨々とともに「デザインコ
ンペ」をめざす真。自分の道
をさぐる姿を描く青春物語で
す。

木の中の魚

リンダ・マラリー・ハント／著
中井はるの／訳
講談社
￥1,400　933
978-4-06-283244-1
中学

難読症（ディスレクシア）の
おかげで、アリーは何をして
もうまくいきません。校長先
生にポスターの字を読むよう
に言われても、逃げ出してし
まいました！しかし型破りな
仲間や先生と出会い、困難を
乗り越えていきます。

パンツ・プロジェクト

キャット・クラーク／著
三辺律子／訳
あすなろ書房
￥1,400　933
978-4-7515-2872-3
中学

主人公のリヴは、中学校の入
学式を暗い気持ちで迎えま
す。これから通う中学校に
は、制服があるのです。いつ
だって、自分の好きな「自分
らしい自分でいたい」そのた
めに、リヴは秘密の一大プロ
ジェクトに乗り出します。

わたしがいどんだ戦い
１９３９年

キンバリー・ブルベイカー・ブラッド
リー／作
大作道子／訳
評論社
￥1,600　933
978-4-566-02454-0
中学

第２次世界大戦下のロンド
ン。右足が不自由なエイダ
は、母親の虐待から逃れるた
め弟の学童疎開についていき
ます。疎開先での温かい生活
になじめず戸惑う姉弟。自分
らしく生きるために“戦い”
始める少女の物語です。

列車はこの闇をぬけて

ディルク・ラインハルト／作
天沼春樹／訳
徳間書店
￥2,100　943
978-4-19-864536-6
中学

メキシコ国境を越え、アメリ
カへの不法入国。国際人道支
援機構が「世界で最も危険な
旅」と評し、それが掛け値な
しの現実だと感じられます。
子ども達が直面する過酷な旅
を通し、「この闇」が何かを
考えさせられる本です。

- 15 -



赤ちゃんと母（ママ）の
火の夜

早乙女勝元／作
タミ ヒロコ／絵
新日本出版社
￥1,400　210
978-4-406-06204-6
小低  小中

東京大空襲の直前に生まれた
赤ちゃんとお母さんを守るた
めに、医師と看護師たちは奔
走します。でもその時、夫と
12人の兄姉たちは…。東京大
空襲の語り部として平和を訴
え続ける作者が伝える、戦争
体験実話。

ヒロシマのいのち

指田和／著
文研出版
￥1,400　319
978-4-580-82276-4
小高  中学

８月６日のあの日、きのこ雲
の下で何が起こったのか、ま
ずは母や同級生を亡くした被
爆者の体験談から始まりま
す。そして、これからを生き
る世代がヒロシマを伝え、平
和のバトンをつなぐことを考
えさせられる本です。

窓をひろげて考えよう
体験！メディアリテラシー

下村健一／著
艸場よしみ／企画構成
かもがわ出版
￥2,800　361
978-4-7803-0893-8
小中  小高

私たちは日々、多くの情報を
受け取って生活しています。
しかし、情報の中には、一部
分を切り取っただけのものが
多く存在します。さあ、部分
と全体を見比べて、情報を受
け止める力「メディアリテラ
シー」を鍛えましょう。

３　社会科学

Ｂ　０～８類

２　地理・伝記
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みどりの町をつくろう

アラン ドラモンド／さく
まつむらゆりこ／やく
福音館書店
￥1,400　369
978-4-8340-8296-8
小中  小高

竜巻におそわれ、崩壊したグ
リーンズバーグの町。残され
た人々は、みんなで町の未来
について考え、環境に配慮し
た町づくりをめざします。町
の再生に向けての人々の熱意
と具体的な取り組みが、実話
を元に描かれます。

すごいね！みんなの通学路

ローズマリー・マカーニー／文
西田佳子／訳
西村書店
￥1,500　372
978-4-89013-982-8
小低  小中

世界には、危険な場所を通ら
ないと学校に行けない地域が
あります。そんなすごい通学
路を歩く子どもたちの様子
が、臨場感あふれる写真で紹
介されています。子どもたち
の学校に行きたいという気持
ちにあふれた、輝いている本
です。

なぜ？の図鑑　科学マジック

藤嶋昭／監修
学研プラス
￥1,900　407
978-4-05-204579-0
小低  小中　小高

10円玉、紙コップなど身近に
ある物を使って、みんなを驚
かせてみましょう。スマホの
動画で、実験の様子を見るこ
ともできます。なぜそうなる
のかも考えてみてください。
立派な科学者になれるかも？

はまべでひろったよ

ひさかたチャイルド
￥1,300　407
978-4-86549-110-4
幼年  小低

浜辺に漂着した海藻、貝殻や
木の実、ガラスのかけら。そ
れらを並べるだけでなく、も
との形や、どのように浜辺に
たどり着いたかを示すこと
で、世界中の様々な場所と浜
辺とがつながっていることに
気付かせてくれます。

４　自然科学
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もしも月でくらしたら

山本省三／作
村川恭介／監修
WAVE出版
￥1,300　446
978-4-86621-093-3
小低　小中　小高

もしも月でくらしたら、どん
なくらしになるのでしょう？
月での日常生活の様子が、小
学生の体験として、具体的に
描かれています。解説も分か
りやすく、遠い月や宇宙が身
近に感じられる本です。

地球の森のハートさがし

藤原幸一／しゃしん・ぶん
ポプラ社
￥1,500　460
978-4-591-15589-9
幼年　小低  小中

森に見られるハートの形を、
臨場感あふれる写真で紹介し
ています。幸せな気分でペー
ジをめくると、突然現れる切
り倒された木の写真。ハート
を探す楽しさと、森林破壊に
ついて考えるきっかけをくれ
る一冊です。

いろいろはっぱ

小寺卓矢／写真・文
佐藤孝夫／監修
アリス館
￥1,400　471
978-4-7520-0799-9
幼年  小低　小中

丸い形やハ－トの形。葉っぱ
は形や手触りもいろいろで
す。実物大の写真も多く、庭
や公園にある葉と比べて名前
を調べることもできます。身
近な木々の葉っぱをお話で紹
介した、楽しみながら自然に
興味がもてる写真絵本。

ダイズ

赤木かん子／作
藤井英美／写真
新樹社
￥1,400　479
978-4-7875-8661-2
小低  小中

日本の食生活に欠かすことの
できない食べ物の一つである
ダイズ。種の中、葉の付き
方、エダマメとダイズの違い
などを、まるで顕微鏡で観察
しているかのような美しい写
真とともに、学ぶことができ
る一冊です。

里山のヤママユ

新開孝／写真・文
小学館クリエイティブ
￥1,400　486
978-4-7780-3529-7
小中  小高

鮮やかな緑色の繭をつくるヤ
ママユ。「天蚕」と呼ばれる
蛾の仲間です。幼虫からさな
ぎになり、羽化をして成虫に
なるまでの様子だけでなく、
美しい糸をとるために、私た
ち人間がヤママユの命をも
らっていることも分かる、き
れいな写真入りの本です。
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どこにいるかな？
のやまのむしたち

安田守／写真・文
岩崎書店
￥2,200　486
978-4-265-08581-1
幼年  小低

野山の草の間、木の葉の上や
落ち葉の中、そして川原に
も。様々な自然の中に上手に
溶け込んで、敵から身を守る
昆虫たち。その姿を探し出し
て楽しめるとともに、その隠
れ方の上手さに、自然の不思
議が感じられる写真絵本で
す。

カレーライスを一から作る
関野吉晴ゼミ

前田亜紀／著
ポプラ社
￥1,200　610
978-4-591-15592-9
小高  中学

お米、野菜、スパイス、そし
て鶏肉に、器やスプーンま
で。カレーライスを食べるた
めのすべてを一から作る大学
ゼミの９ヶ月間の活動記録。
疑問、葛藤、気付き…学生た
ちが体験を通して学ぶ姿を、
丁寧に追っています。

助かった命と、助からなかっ
た命

沢田俊子／文
野寺夕子／写真
学研プラス
￥1,400　645
978-4-05-204716-9
小中  小高

飼い主が亡くなり病気にか
かった老猫、虐待され視力を
失った犬、認知症になった
犬。様々な境遇の犬や猫を保
護し、命を全うさせている
ハッピーハウスでの活動を知
ることで、「命の重さ」につ
いて考えさせられます。

６　産業
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