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は し が き 
 

 日頃は、幼児・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、60 年以上の長きに渡って幼・小・中学校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

ることができたことを、ありがたく思います。しかしながら、今年より、予算

の都合上これまでのような冊子ではなく、ホームページでの配信になるという

ことは、残念に思います。 

 ここに載せられている図書は、子どもたち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、とりわけ学校司書が配置される市内 64 の小中学校におかれましては、これ

らの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、子どもたち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。 

 

 令和元年 6 月 

 

平成 30 年度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 30年 6月から平成 31年 3月

までに選定会を 8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 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 5点‥‥‥‥‥ 4 

小学校低学年むき ‥‥‥‥ 9点‥‥‥‥‥ 6 

小学校中学年むき ‥‥‥‥ 8点‥‥‥‥‥ 8 

小学校高学年むき ‥‥‥‥ 9点‥‥‥‥‥10 

中学生むき ‥‥‥‥‥‥‥ 5点‥‥‥‥‥12 

Ｂ．0～8類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 

1 哲学・宗教 ‥‥‥‥‥‥1点‥‥‥‥‥14 

2 地理・伝記 ‥‥‥‥‥‥3点‥‥‥‥‥14 

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥5点‥‥‥‥‥15 

4  自然科学‥‥‥‥‥･･････6点‥‥‥‥‥16 

6  産業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3点‥‥‥‥‥18 

7 芸術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3点‥‥‥‥‥19 

        8 言語‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2点‥‥‥‥‥20 

書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 
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ウルフィーは、おかしなオオ
カミ？

ニコラ・シニア／さく
ほるぷ出版
￥1,500　え
978-4-593-50600-2
幼年  小低

ウルフィーは、誰かを怖がら
せることが苦手な優しいオオ
カミ。オオカミのくせにお菓
子作りが得意なことは秘密で
す。ところが、子ブタの３兄
弟に秘密を知られてしまい大
ピンチ。お菓子のレシピもつ
いたかわいい絵本。

だいだいだいすき

石津ちひろ／ぶん
たかくわこうじ／え
ハッピーオウル社
¥1,300　え
978-4-902528-65-7
幼年  小低

かばの親子の愛情あふれる言
葉のやりとりが続きます。文
の先頭の文字をつなげると動
物の名前になり、絵本の中に
その動物が描かれています。
言葉遊びだけでなく、動物を
探す面白さもあり、繰り返し
楽しめる絵本です。

どしゃぶり

おーなり由子／ぶん
はたこうしろう／え
講談社
￥1,400　え
978-4-06-133324-6
幼年  小低

夏の日、まっ黒な雲が出てき
て、雨が降ってきました。
「ぽつっ」「ばらばら」「ず
だだだ」と雨の音がどんどん
変わっていきます。読んでい
るうちに思わず主人公のよう
に雨と遊びたくなってしまう
ような楽しいお話です。

とってもなまえのおおいネコ

ケイティ・ハーネット／作
松川真弓／やく
評論社
￥1,400　え
978-4-566-08033-1
幼年  小低

はなさき通りのネコは、人々
にいろいろな名前で呼ばれ、
かわいがられています。その
ネコがある日突然いなくなっ
てしまいます。一人暮らしの
おばあさんと地域の人達を、
一匹のネコが結びつける心温
まる絵本です。

Ａ．絵本・９類

幼年向き
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モグラのねがいごと

ブリッタ・テッケントラップ／作
三原泉／訳
BL出版
￥1,500　え
978-4-7764-0867-3
幼年  小低

モグラは、世界中の星が自分
の物になるという願いをかな
えます。ところが、動物たち
が夜空の星がなくなって悲し
んでいることを知り、みんな
と一緒に、星を夜空に返しま
す。絵と文が優しく、心が温
かくなる絵本です。
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アザハタ王と海底城

高久至／しゃしん
かんちくたかこ／ぶん
アリス館
￥1,400　え
978-4-7520-0840-8
小低  小中

アザハタは日本の南海に住む
王様です。たくさんの海の仲
間たちを敵から守り、お城
（魚礁）で王国を築いていま
す。お城の手入れを一手に引
き受けるなど、頼もしいアザ
ハタの様子をユーモラスに伝
える写真絵本です。

王さまになった羊飼い

松瀬七織／再話
イヨンギョン／絵
福音館書店
￥1,600　え
978-4-8340-8344-6
小低  小中

貧しい羊飼いの男の子は、草
原で出会ったうさぎに食べ物
を分けてあげました。それを
百日間続けると、うさぎは天
の神に変わり、男の子に動物
の言葉が分かる力を授けてく
れました。男の子は、その力
を上手に使って…。

このねこ、うちのねこ！

ヴァージニア・カール／作・絵
こだまともこ／訳
徳間書店
￥1,500　え
978-4-19-864612-7
小低  小中

村にやってきた一匹の白い猫
は、順番に７軒の家に行き、
違う名前を付けてもらいまし
た。次は、一匹の猫を順番に
違う猫に変身させることに。
単純な繰り返しでも文字数が
多く、絵本から読み物に移行
する子どもにお薦め。

パウルのスケッチブック

みやざきひろかず／作
BL出版
￥1,300　え
978-4-7764-0878-9
小低  小中

パウルは何か話そうとしても
言葉がうまく出ず、自分の思
いを理解してもらえません。
でも、絵を描くことで、相手
に思いを伝えることができる
と気付きます。一人ひとりの
個性を認め、大切にする心を
育てる絵本です。

小学校低学年むき
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ぼくってかわいそう！

パメラ・ダンカン・エドワーズ／作
ベンジー・デイヴィス／絵
久保陽子／訳
フレーベル館
￥1,300　え
978-4-577-04678-4
小低  小中

前足に、とげが刺さった犬の
ウィンストン。自分ばっかり
嫌な目に遭うと落ち込んでい
ますが、本当にそうでしょう
か。本をじっくり見るともっ
と悲惨な目に遭っている友達
が…。小さなことでくよくよ
してしまう子におすすめの楽
しい本です。

みえた！からだのなか

キャロン・ブラウン／作
レイチェル・サンダース／絵
小松原宏子／訳
くもん出版
￥1,400　え
978-4-7743-2741-9
小低

体の中ってどうなってるの？
ページを光に透かして、のぞ
いてみると…あっ、みーつけ
た。体の中は、こんな秘密が
あるんだね。本当にすごい!
人の体の、様々な働きや役割
を、自分で発見しながら、楽
しく読み進めます。

ムカッやきもちやいた

かさいまり／さく
小泉るみ子／え
くもん出版
￥1,400　え
978-4-7743-2776-1
小低  小中

主人公のるいは、仲良しの友
達が転校生と仲良くしている
のを見て、「ムカッ」として
しまいます。でも次の日、体
育の時間に全力で走っている
と、その気持ちが晴れていき
ます。誰にでもある感情をさ
わやかに描いた本。

のんちゃんとモンシロチョウ

西村友里／作
はせがわかこ／絵
PHP研究所
￥1,100　913
978-4-569-78760-2
小低

大ちゃんがつかまえたモンシ
ロチョウを、クラスで飼うた
め、風花は昆虫図鑑を見てエ
サを作りますが、食べる様子
もなく死んでしまいました。
死んだら新しくつかまえてく
ればいい？生き物の命につい
て考えさせられます。

ぼくが見たお父さんの
はじめてのなみだ

そうまこうへい／作
石川えりこ／絵
佼成出版社
￥1,200　913
978-4-333-02777-4
小低

お父さんの涙を一度も見たこ
とがないことに気付いたゆう
きは、「お父さんはなんでな
かないの？」と尋ねます。怖
かったお祖父さんとの思い出
と、教わった「大事なこと」
が明かされます。父子の絆を
描いたお話です。
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お話の種をまいて

アニカ・アルダムイ・デニス／作
パオラ・エスコバル／絵
星野由美／訳
汐文社
￥1,800　え
978-4-8113-2589-7
小中  小高

プエルトリコのお話の種を、
持ってニューヨークへやって
来たプーラ。図書館司書にな
り英語とスペイン語でお話会
を開いたり、故国の民話を本
にしたり。「ラテンアメリカ
の文化の母」と称される一女
性の伝記絵本です。

出発
から草もようが行く

小泉るみ子／作・絵
新日本出版社
￥1,500　え
978-4-406-06241-1
小中  小高　中学

国中が戦争一色の時代、予科
練で厳しい訓練を受けていた
浩は、終戦後、抜け殻のよう
になってしまいました。そん
な浩が、姉の嫁入り道具を運
ぶのをきっかけに、再び「生
きる」ことに目を向けるお話
です。

巣箱のなかで

鈴木まもる／作・絵
あかね書房
￥1,300　え
978-4-251-09914-3
小中　小高

シジュウカラの観察をするた
めに、特別な巣箱を作りまし
た。後ろ側の板をつけずに家
の窓の外側に直接貼り付けた
のです。卵からかえってから
巣立つまでの様子が、巣箱の
内側からの視点で愛情深く描
かれています。

ぼくのなまえはへいたろう

灰島かり／文
殿内真帆／絵
福音館書店
￥1,200　え
978-4-8340-8408-5
小中  小高

へいたろうは自分の名前が好
きではありません。そこで、
「名前」について、いろいろ
な人から話を聞くことにしま
した。へいたろうは、自分の
名前を好きになれるでしょう
か。名前を通して自分や家族
のことについて考えられる本
です。

小学校中学年むき
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ハニーのためにできること

楠章子／作
松成真理子／絵
童心社
￥1,100　913
978-4-494-02056-0
小中

亡くなった祖母と一緒に暮ら
していた犬のハニーを引き取
り、喜ぶ主人公のふたば。し
かし、ハニーは老犬のため、
別れが近付いてくる。ハニー
のために何ができるのか。命
について考えることができる
一冊。

マオのうれしい日

あんずゆき／作
ミヤハラヨウコ／絵
佼成出版社
￥1,300　913
978-4-333-02783-5
小中

犬用の車いすがある！生まれ
つき前足に障害をもって生ま
れた犬のマオ。それでも飼い
主や兄弟と明るく素直に育ち
ます。マオと周りの人々の思
いを通し、障害をもっている
こと、そして、その家族の思
いを考えていくことができま
す。

パイパーさんのバス

エリナー・クライマー／作
クルト・ヴィーゼ／絵
小宮由／訳
徳間書店
￥1,400　933
978-4-19-864574-8
小中

パイパーさんは、バスの運転
手。楽しく仕事をしていまし
たが、家族がいないことを、
寂しく思い始めます。そんな
折、犬、猫、ひよこが次々に
現れて家の中は突然にぎやか
に！パイパーさんと動物たち
の心温まる物語です。

ぼくはくまですよ

フランク・タシュリン／文・絵
小宮由／訳
大日本図書
￥1,400　933
978-4-477-03160-6
小中

ぼくはくまですか？冬眠から
起きたら工場が建っていて、
そこの偉い人達は「工場にい
るということは、君は人間
だ」っていうんです。だんだ
んそんな気もしてきた…。
ユーモラスな筋立ての中にも
風刺がきいている物語。
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いいたいことがあります！

魚住直子／著
西村ツチカ／絵
偕成社
￥1,400　913
978-4-03-727290-6
小高  中学

小さい頃はちがった。でも最
近、お母さんとよく言い争い
になってしまう女の子へ。こ
の本を読むと、もやっとして
いる思いがはっきりするかも
しれません。ぜひ母娘で一緒
に読み、大切なことは何か話
し合ってみましょう。

ガラスの梨

越水利江子／作
牧野千穂／絵
ポプラ社
￥1,500　913
978-4-591-15908-8
小高  中学

著者の母親から聞き取った戦
争体験をもとに、どれほどむ
ごく悲惨な時代であったの
か、主人公がたくましく生き
抜いた様子が描かれた物語で
す。今の平和な時代から戦争
に向かわないでほしいと願う
著者の思いが伝わる一冊で
す。

さよ
十二歳の刺客

森川成美／作
槇えびし／画
くもん出版
￥1,400　913
978-4-7743-2779-2
小高  中学

さよは、戦乱のさなか一人生
きのびた平家の姫君。一族の
仇討を胸に誓い、素性を隠し
男に扮して源義経に近づきま
す。けれど義経はなぜかさよ
を気に入り、息子の遊び相手
に命じて自分の館に住まわせ
ます。

凸凹あいうえおの手紙

別司芳子／著
ながおかえつこ／絵
くもん出版
￥1,400　913
978-4-7743-2750-1
小高

６年生の男の子が点字に出会
います。シャワートイレに点
字。点字の凸凹は、もぐらの
穴。とにかく点字を身近に感
じられる本です。最後に綴じ
られている点字の手紙。この
本で楽しく学べば、読むこと
ができるかも！？

小学校高学年むき
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ドリーム・プロジェクト

濱野京子／著
PHP研究所
￥1,400　913
978-4-569-78777-0
小高 　中学

中学２年生の拓真は、祖父の
思い出の古民家を再生しよう
と試みます。「クラウドファ
ンディング」の存在を知り、
仲間と一緒に修繕資金を集め
ます。地域や周囲を巻き込み
ながら奮闘する中学生の物語
です。

ビワイチ！

横山充男／作
よこやまようへい／絵
文研出版
￥1,300　913
978-4-580-82330-3
小高

春休みにこれをしたと発表で
きることが何もない斗馬は、
自転車で琵琶湖を一周する
「ビワイチ」に挑戦すること
に。個性も実力もばらばらの
小学生５人が、互いに励まし
合いながら徐々にチームに
なっていきます。

ガーティのミッション
世界一

ケイト・ビーズリー／作
井上里／訳
岩波書店
￥1,700　933
978-4-00-116014-7
小高

ガーティの目標は、世界一の
小学５年生になること。その
ために、自分でミッションを
作っては、持ち前のガッツで
クリアしてきました。けれど
ミッション達成を阻む強敵、
美少女転校生の、メアリー・
スーが現れて…。

ジュリアが糸をつむいだ日

リンダ・スー・パーク／作
いちかわなつこ／絵
ないとうふみこ／訳
徳間書店
￥1,600　933
978-4-19-864748-3
小高　中学

韓国系アメリカ人のジュリア
は、親友と、カイコを飼う自
由研究をすることになりまし
た。「韓国っぽい」研究に気
乗りがしないジュリアでした
が、これをきっかけにアイデ
ンティティの悩みに向き合う
ことになります。

ハートウッドホテル　１

ケイリー・ジョージ／作
高橋和枝／絵
久保陽子／訳
童心社
￥1,300　933
978-4-494-01741-6
小高

嵐の夜、一人ぼっちでさま
よっていたネズミのモナは、
小さな動物のためのホテル、
ハートウッドホテルを見つけ
ます。身寄りのないモナは、
そこでメイドとして働くこと
に。動物たちが繰り広げる、
心温まる物語です。
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こども「折々のうた」
１００

大岡信／著
長谷川櫂／監修
小学館
￥1,500　911
978-4-09-227204-0
中学

この本は、教科書に出てくる
短歌・俳句の意味をやさしい
言葉で解説しています。語句
の説明もわかりやすく、授業
で短歌や俳句に興味をもった
生徒の読み物としてだけでな
く、授業の資料としても役に
立つ一冊です。

給食アンサンブル

如月かずさ／著
光村図書出版
￥950　913
978-4-8138-0078-1
中学

転校先の学校に馴染めない美
貴、子どもっぽい桃、親友の
姉に恋する満、悩める人気者
雅人、孤独な優等生の清野、
転校が決まった梢。６人の中
学生の揺れる心が給食をきっ
かけに変わっていく、心温ま
る物語です。

ビューティフル・ネーム

北森ちえ／著
国土社
￥1,300　913
978-4-337-18762-7
中学

すみっこの人…。小学５年生
のある出来事以来、学校での
居場所をなくした、中１の桃
子。夏の大学のサイエンスプ
ロジェクトに参加します。大
学院生の「ブラックさん」と
交流するうち、自分らしさを
見いだしていきます。

泥

ルイス・サッカー／作
千葉茂樹／訳
小学館
￥1,400　933
978-4-09-290622-8
中学

森の中で人知れず製造されて
いた、クリーンなバイオエネ
ルギー。けれど、突然変異が
起こり、有害な泥となって増
殖を始めます。最初の犠牲者
は、近くの学校に通う子ども
たち。感染は町中に広がり、
住民を恐怖に陥れます。

中学生むき
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変化球男子

M.G.ヘネシー／作
杉田七重／訳
鈴木出版
￥1,600　933
978-4-7902-3343-5
中学

なぜ、ぼくは、女の子の体に
なっちゃうんだ？12才の主人
公はアメリカで野球をやって
いる頭の中は男の子、でも体
は女の子の物語。心の面だけ
でなく、ホルモン治療など医
療的な面からもＬＧＢＴＱに
ついて分かる一冊。

- 13 -



どう解く？

やまざきひろし／ぶん
きむらよう／え
にさわだいらはるひと／え
ポプラ社
￥1,500　150
978-4-591-15806-7
小中　小高

「ついていい嘘と、ついちゃ
いけない嘘ってどう違うんだ
ろう？」日常生活の中に答え
がありそうだけど、考えても
すっきりと答えることができ
ない。そうした難しい疑問に
ついて、一つの答えを示して
くれる本です。

天皇と元号の大研究

高森明勅／監修
PHP研究所
￥3,000　288
978-4-569-78812-8
小高

「天皇の仕事は？」「元号っ
て、どうやって決まっている
の？」「元号って、いつから
始まったの？」元号や天皇陛
下の存在は生活の中に根ざし
ているのに、分からないこと
がいっぱい…。そうした疑問
をばっちり解決できる本で
す。

かならずお返事書くからね

ケイトリン・アリフィレンカ／著
マーティン・ギャンダ／著
大浦千鶴子／訳
PHP研究所
￥1,600　289
978-4-569-78732-9
中学

アメリカの少女と、ジンバブ
エの少年の文通。しかし少年
からの手紙が途絶え、少女は
…。出会ってから18年にも及
ぶ二人の書簡から、アフリカ
の現状や二人の心の成長を読
むことのできる心温まる実話
です。

Ｂ　０～８類

１　哲学・宗教

２　地理・伝記
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星の旅人
伊能忠敬と伝説の怪魚

小前亮／著
小峰書店
￥1,600　289
978-4-338-08162-7
小高　中学

伊能忠敬の蝦夷地への旅に同
行を許された少年平次。始め
は消息不明の父を捜す目的で
したが、忠敬の測量に対する
真摯な姿勢に心を打たれ、次
第に自らも測量の道を志すよ
うになります。忠敬の人とな
りが伝わる作品。

救助犬エリーの物語

W.ブルース・キャメロン／作
西本かおる／訳
小峰書店
￥1,400　317
978-4-338-30804-5
小高

最初から最後まで、犬のエ
リーの視点でストーリーは進
んでいきます。エリーが感じ
た驚きや戸惑い、達成感が直
接、胸に迫ってきます。まる
で自分が救助犬になり、訓練
や仕事をしている気がしてく
る楽しい物語です。

ヒロシマをのこす
平和記念資料館をつくった人・長
岡省吾

佐藤真澄／著
汐文社
￥1,500　319
978-4-8113-2500-2
中学

原爆が投下された広島。瓦礫
と化した街を歩き回り、原爆
の痕跡が残る品々を収集し続
けた長岡省吾。彼の努力なし
には、平和記念資料館の誕生
はなかった。「ヒロシマ」を
残したい、という彼の思いを
後世に伝える一冊。

持続可能な地球のために－い
ま、世界の子どもたちは　第
１巻

茂木ちあき／著
新日本出版社
￥2,500　367
978-4-406-06261-9
小高
  

戦争、飢餓、不衛生な環境
…、世界には多くの問題があ
り、その中で命を落とす子ど
もたちも大勢います。シリア
の内戦、ロヒンギャの迫害な
ど、今も直面している問題に
対して、私たちができること
を考えさせてくれます。

３　社会科学
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アイヌ
もっと知りたい！くらしや歴史

北原モコットゥナシ／監修
蓑島栄紀／監修
岩崎書店
￥3,600　382
978-4-265-08631-3
小高　中学

アイヌ民族の文化についてわ
かりやすく学ぶために、衣・
食・住を写真や絵で紹介。自
由な交易、松前藩との戦い、
差別問題など、その歴史も知
ることができます。日常の言
葉にまぎれているアイヌ語の
発見にも役立ちます。

わたしのくらし
世界のくらし

マット・ラマス／作・絵
おおつかのりこ／訳
汐文社
￥2,400　384
978-4-8113-2507-1
小中　小高

日本、イタリア、ロシア、ウ
ガンダ他、７つの国に住んで
いる子どもたちの１日を紹介
しています。異国の学校生活
や、家庭の様子などが一目で
分かり、それぞれの生活や伝
統の中で、私たちと違う点や
共通点を発見することができ
ます。

なぜこうなった？あの絶景の
ひみつ

増田明代／文・構成
山口耕生／監修
講談社
￥1,600　450
978-4-06-221030-0
小中　小高

世界中にあるさまざまな絶景
には、たくさんの秘密が隠さ
れています。オーロラは、な
ぜカーテンのように見えるの
か、ウユニ塩湖は、なぜ水鏡
のようになるのか等、その仕
組みをイラストで分かりやす
く解説しています。

ようこそ！葉っぱ科学館

多田多恵子／写真・文
少年写真新聞社
￥1,500　471
978-4-87981-660-3
小低　小中

「不思議！」「本当に？」と
興味を引かれる葉っぱの科学
的知識がいっぱい。気候や環
境に適応した葉っぱの生態に
驚かされ、知的好奇心がくす
ぐられます。身近な葉っぱも
紹介されて、つい手に取って
みたくなりますよ。

４　自然科学
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はじめてのちいさないきもの
のしいくとかんさつ

武田晋一／写真・文
阿部浩志／文
学研プラス
￥1,200　480
978-4-05-204812-8
小低　小中

身近にいる、カエルやカメか
ら、水族館にいる、チンアナ
ゴやヒトデまで、たくさんの
生き物が写真と共に紹介され
ています。飼い方もイラスト
付きで掲載されていて、興味
をもった生き物は、明日から
でも飼うことができます。

ムラサキダコ
海からあらわれるマントの怪人

中村宏治／写真・文
奥谷喬司／監修
フレーベル館
￥1,400　484
978-4-577-04666-1
小低　小中　小高

ムラサキダコは、とても不思
議な生き物。オスとメスとで
は大きさが全く違い、危険を
感じると腕の間から膜を広げ
ます。学問的な調査がほとん
どされていない、謎の多い生
態を魅力たっぷりの写真で紹
介します。

クルミの森のニホンリス

ゆうきえつこ／文
福田幸広／写真
小学館
￥1,500　489
978-4-09-726796-6
幼年　小低

ニホンリスは、クルミが大好
きで、１日に10個ほど食べま
す。秋にはクルミを地面にう
めたり、木にあいた穴などに
かくして、冬の間の食糧にし
ます。そうした懸命に生きる
姿を、可愛らしい写真で紹介
しています。

もぐらはすごい

アヤ井アキコ／著
川田伸一郎／監修
アリス館
￥1,500　489
978-4-7520-0837-8
小低

光の届かない暗い土の中で、
もぐらは一体どのようにえさ
を探したり、トンネルを掘っ
たりしているのでしょうか。
ユーモアのある文とかわいい
イラストで、もぐらの生態の
秘密に迫ります。さあ、土の
中の世界へ出発！
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しらべよう！４７都道府県の
野菜

河鰭実之／監修
野菜・くだもの探検隊／編著
汐文社
￥3,600　626
978-4-8113-2439-5
小中

「知ってる？」と読者に問い
かけ、野菜の情報を、写真で
詳しく紹介しています。各都
道府県で、収穫量の多い野菜
は？なぜその野菜が、たくさ
ん作られているの？楽しい解
説で学んだ後は、野菜博士に
なった気分です。

五感で調べる木の葉っぱずか
ん

林将之／著
ほるぷ出版
￥3,800　653
978-4-593-58766-7
小低  小中

巻頭の「葉っぱ調べ表」にあ
る、形や色等、葉っぱに当て
はまる特徴を選んでいくこと
で、木の名前を調べることが
できる図鑑です。すべての漢
字に読み仮名がふってあり、
低学年の児童でも活用しやす
くなっています。

はっけん！
鉄道ＮＩＰＰＯＮ

ヴィトゲン社／編
PHP研究所
￥3,200　686
978-4-569-78794-7
小中　小高  中学

47都道府県別にJR線・私鉄を
全線収録。豊富な写真、路線
図の紹介、鉄道コラムや鉄道
クイズを掲載。鉄道好きな人
も、そうでない人も、線路か
ら知る産業・文化・歴史や鉄
道の知識を、楽しく学ぶこと
ができます。

６　産業
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花・木の実・藍・野菜・葉っ
ぱのかんたん染めもの

春田香歩／[著]
偕成社
￥3,200　753
978-4-03-525850-6
小低　小中  小高

植物や泥など、自然の材料を
使って簡単に布を染める方法
を分かりやすく紹介していま
す。色を濃くきれいに出すた
めの下準備や、染めた布で作
る小物の作り方なども丁寧に
説明していて、実際に染め物
をしてみたくなります。

楽しいオーケストラ図鑑

東京フィルハーモニー交響楽団／監修
小学館
￥2,200　764
978-4-09-221123-0
小中  小高

主な楽器の紹介、指揮者や演
奏者たちの仕事内容や、それ
ぞれの思い、裏方の仕事内容
やオーケストラの歴史など、
オーケストラのことが、詳し
くわかりやすくまとめられて
います。クラシックの入門書
として、最適な一冊です。

もっともっと、速くなれる
パラ水泳山田拓朗

沢田俊子／文
新日本出版社
￥1,600　785
978-4-406-06233-6
小高  中学

生まれつき左腕のひじから先
がない水泳選手、山田拓朗。
日本史上最年少でのパラリン
ピック出場から12年。彼の飽
くなきチャレンジ精神は、リ
オパラリンピックで銅メダル
獲得という結果を生み、さら
なる高みを目指します。

７　芸術
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交通と公共施設でよく見る記
号とマーク

WILLこども知育研究所／編・著
金の星社
￥2,500　801
978-4-323-04169-8
小中  小高

道路や駅にある、記号やマー
ク。場所を伝えたり、注意を
呼び掛けたりする等、役割は
様々です。そんな記号やマー
クをイラストで分かりやすく
紹介しています。クイズやマ
ンガもあり、楽しく学べるこ
と間違いなし！

ことばハンター
国語辞典はこうつくる

飯間浩明／著
ポプラ社
￥1,200　813
978-4-591-16072-5
小中  小高

本やネット、街の中にある生
きたことばを集める「ワード
ハンティング」。ことばの説
明をたった一行で書くための
苦労。誰よりもことばを愛す
る著者が、国語辞典を作る仕
事について、楽しく分かりや
すく教えてくれます。

８　言語
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