選定児童図書目録
令和元年度

名古屋市教育委員会
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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、想像力を豊
かなものにし、自らの生き方をより深く考えたり見直したりするために、欠くこ
とのできないものです。しかし、まちの書店が次々と廃業したり、書店の児童書
のコーナーが縮小されたりして、子どもたちが新しく出版された図書を手に取
る機会は年々少なくなってきています。このような子どもたちを取り巻く読書
環境の中、次世代を生きる子どもたちに、優れた読書材を紹介し、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「選定図書目録」として１冊にまとめることができた
ことを、ありがたく思います。
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知的好奇心を高めたりする
ことができる素晴らしいものばかりです。公共図書館、幼稚園、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ともに、子どもたちの読書活動の一助にしていただけ
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上げます。
令和２年６月
令和元年度名古屋市児童図書選定懇談会座長
名古屋市立井戸田小学校長
梅村
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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、令和元年 6 月から令和 2 年 3 月ま
でに選定会を 4 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 45 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。
書名
副書名・巻書名
編著訳者、さし絵画家名
出版社
価格
ＩＳＢＮ
読者対象

［版表記］

（叢書名）

分類記号

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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目

Ａ．絵本・9 類

次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

幼年むき ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 点‥‥‥‥‥ 4
小学校低学年むき ‥‥‥‥ 4 点‥‥‥‥‥ 6
小学校中学年むき ‥‥‥‥ 7 点‥‥‥‥‥ 7
小学校高学年むき ‥‥‥‥ 4 点‥‥‥‥‥ 9
中学生むき
Ｂ．0～8 類

‥‥‥‥‥‥‥ 5 点‥‥‥‥‥10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

1 哲学・宗教

‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥12

2 地理・伝記

‥‥‥‥‥‥2 点‥‥‥‥‥12

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥3 点‥‥‥‥‥13
4 自然科学‥‥‥‥‥･･････5 点‥‥‥‥‥14
5 技術・工学‥‥‥‥‥‥‥4 点‥‥‥‥‥15
6 産業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥16
7 芸術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 点‥‥‥‥‥17
書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
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Ａ．絵本・９類
幼年向き
イワシ

イワシの群れは、鳥やブリ、
クジラ、そして人間と、いろ
いろな天敵に襲われ数を減ら
します。でも、生き延びたイ
ワシが卵を産み、また大きな
群れをつくります。イワシの
一生をリアルな絵と文で紹介
した絵本です。

大片忠明／さく
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8450-4
幼年 小低

こんなとききみならどうす
る?
五味太郎／作
福音館書店
¥900 え
978-4-8340-8472-6
幼年 小低

夏とおとうとと

流された子犬を助けて！変な
色のパン食べる？橋のない崖
をわたりたい…。「きみなら
どうする？」。ドキドキ・ワ
クワクしながら自分で判断し
選択する楽しさを味わえま
す。そう考えた理由を話し合
うと、会話も弾みます。

弟と一緒に遊びに出かけた主
人公は、虫取りに夢中になり
弟とはぐれてしまいます。怪
我をしてないか、迷子になっ
ていないかと心配して、来た
道を探し歩き、弟を発見しま
す。兄弟愛が読み手の心を温
かくする絵本です。

ふくだいわお／作
光村教育図書
￥1,300 え
978-4-89572-238-4
幼年 小低

ぽっとんころころどんぐり
いわさゆうこ／さく
童心社
￥1,100 え
978-4-494-00599-4
幼年 小低
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秋になると、よく見かけるど
んぐり。何の実かな？木や葉
も一緒に、見やすいイラスト
になっていて、拾ったどんぐ
りを本と見比べ、子どもが自
分で調べることができます。
どんぐりを使った遊びも紹介
されています。

まんまるダイズみそづくり
ミノオカリョウスケ／さく
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8470-2
幼年 小低 小中

ながーい5ふん みじかい5ふ
ん
リズ・ガートン・スキャンロン／文
オードリー・ヴァーニック／文
オリヴィエ・タレック／絵
木坂涼／訳
光村教育図書
￥1,400 え
978-4-89572-246-9
幼年 小低

まほうのさんぽみち
ロビン・ショー／さく
せなあいこ／やく
評論社
￥1,400 え
978-4-566-08046-1
幼年 小低
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春に種をまいて夏には雑草取
り、秋にはダイズの収穫。そ
して冬にダイズから味噌を作
る作業が始まります。種まき
からおいしい味噌汁ができる
までの様子を、楽しみやすい
絵と分かりやすい文で紹介し
た、楽しい本です。

楽しい5分はあっという間、
嫌な5分は長い。同じ5分でも
どうして違って感じられるの
でしょう。温かい雰囲気で分
かりやすい絵と簡潔な言葉
が、小さな読者達を自然に
「5分って不思議ワールド」
へいざないます。

パパとあたしが二人でお散歩
にでかけると、不思議なこと
にいっぱい出会います。水た
まりにはワニ、鉄道には恐
竜、熱帯魚のお店には宝の
箱。冒険しながら先に進ん
で、着いた所は？最高のお散
歩に、わくわくします。

小学校低学年むき
こくん

ちさとは足が不自由ですが、
友達からの手伝いを断り、何
でも自分でしようとします。
しゅんはちさとを見守り、
そっと手を差し伸べます。支
援が必要な子との関わりを通
し、共に生活する子の心の成
長が感じられる一冊。

村中李衣／作
石川えりこ／絵
童心社
￥1,300 え
978-4-494-01631-0
小低 小中

なまえのないねこ

主人公ののら猫には名前があ
りません。靴屋の猫にも、犬
にも、花にだって名前がある
のに。のら猫は必死になって
名前を探し、ついに、自分の
名前に出会います。本当に大
切なものは何かに、気付くこ
とができる本です。

竹下文子／文
町田尚子／絵
小峰書店
￥1,500 え
978-4-338-26133-3
小低 小中

ぼくはなきました

「自分のいいところ」を発表
することになったそうた君。
お母さんや友達のいいところ
は見付けられるのに、自分の
いいところは、見付かりませ
ん。そんなそうた君のいいと
ころを、先生が見付けてくれ
ます。心温まる一冊です。

くすのきしげのり／さく
石井聖岳／え
東洋館出版社
￥1,300 え
978-4-491-03449-2
小低 小中

いっぽんのきのえだ
コンスタンス・アンダーソン／作
千葉茂樹／訳
ほるぷ出版
￥1,600 え
978-4-593-10031-6
小低 小中
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ゾウはハエたたきとして、ゴ
リラはつえとして、チンパン
ジーはスプーンとして木の枝
を使います。他の動物や人間
は、どのように木の枝を使っ
ているのでしょうか？動物た
ちの知恵と、自然の不思議が
いっぱいの絵本です。

小学生中学年向き

じゅんびはいいかい?
名もなきこざるとエシカルな冒険
末吉里花／文
中川学／絵
山川出版社
￥1,500 え
978-4-634-14001-1
小中 小高

生命のれきし
はじめて読む‘進化'の本
キャサリン・バー／文
スティーブ・ウィリアムズ／文
エイミー・ハズバンド／絵
しまだようこ／訳
大越和加／日本語版監修
絵本塾出版 ￥2,000 え
978-4-86484-153-5
小中 小高

とんでいったふうせんは
ジェシー・オリベロス／文
ダナ・ウルエコッテ／絵
落合恵子／訳
絵本塾出版
￥1,500 え
978-4-86484-152-8
小中 小高
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売られているバナナやマグロ
や洋服が、どのようにして商
品になるのかを、私達は見る
ことができません。しかし、
農薬の量や漁の仕方や、人々
の働き方には違いがあるので
す。消費者として環境を考え
るための絵本です。

地球に生命が誕生してから、
現代に至るまでの進化につい
て、簡潔で分かりやすい文で
紹介しています。それぞれの
年代に生きていた生物のイラ
ストも親しみやすく、生命の
進化への関心を高めてくれま
す。

人は思い出の風船をたくさん
持っています。大好きなおじ
いちゃんは、この頃風船をど
んどん飛ばしてしまうように
なりました。でもぼくは、そ
の風船を集めていきます。認
知症に家族で向き合おうとす
る姿が伝わる、心温まる絵本
です。

フォックスさんのにわ
ブライアン・リーズ／さく
せなあいこ／やく
評論社
￥1,400 え
978-4-566-08054-6
小中

ルブナとこいし
ウェンディ・メデュワ／文
ダニエル・イヌュ／絵
木坂涼／訳
BL出版
￥1,500 え
978-4-7764-0876-5
小中 小高

鬼遊び

いつも一緒に庭仕事をしてい
た大切な友達が死に、悲しみ
のあまり、フォックスさんは
庭を壊してしまいます。しか
し荒れた庭でも植物は育ち、
カボチャが大きく育ちます。
収穫祭に出かけたフォックス
さんに、新しい出会いが…。

ルブナは難民キャンプで暮ら
す女の子。一番の友達は、何
でも話を聞いてくれる小石で
す。ある日、一人の少年と仲
良くなりました。少年との別
れの時、ルブナはある決心を
します。友達を思う気持ちが
伝わる心温まる物語です。

鬼の遊びは怖いよ。負ければ
みんな鬼のもの。遊び相手を
探している鬼が、どこにひそ
んでいるともかぎらない。し
きたりや言い伝えをやぶり、
鬼を呼び寄せてしまった子ど
も達に訪れる、恐怖を描く短
編集です。

廣嶋玲子／作
おとないちあき／絵
小峰書店
￥1,200 913
978-4-338-33001-5
小中 小高

キバラカと魔法の馬
アフリカのふしぎばなし
さくまゆみこ／編訳
岩波書店
￥640 994
978-4-00-114247-1
小中 小高
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魔法でおばあさんの病を癒す
ワシ、怪獣をたおした巨人、
動物をこわがらせた赤ん坊
に、四つ辻で太鼓をたたく悪
魔…。アフリカ各地に伝わる
民話の中から、ふしぎな精霊
や魔神，魔法が出てくるお話
を13話集めた作品です。

小学校高学年むき

チギータ!

クラスのレクは、多数決で毎
回サッカーかバスケ。この決
め方に疑問を感じた千木田と
マッスーは、好きな卓球をや
るために戦略を練ります｡当
たり前とされていることに
「NO」を言う、主人公の姿に
勇気をもらえます。

蒔田浩平／作
佐藤真紀子／絵
ポプラ社
￥1,300 913
978-4-591-16226-2
小高

長浜高校水族館部!
令丈ヒロ子／文
紀伊カンナ／絵
講談社
￥1,500 913
978-4-06-515215-7
小高 中学

昔はおれと同い年だった田中
さんとの友情
椰月美智子／作
早川世詩男／絵
小峰書店
￥1,400 913
978-4-338-30805-2
小高 中学

貸出禁止の本をすくえ!
アラン・グラッツ／著
ないとうふみこ／訳
ほるぷ出版
￥1,500 933
978-4-593-10052-1
小高 中学
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「えっ?こんな高校がある
の!?」と、思わず叫んでしま
うような本当の話です。長浜
高校には「水族館部」があっ
て、魚をこよなく愛する生徒
が水族館を運営しています。
日々進化する部員たちのアツ
い思いが味わえます。

6年生の拓人たちはスケボー
ができる場所を探していて、
神社の管理人をしている85歳
の田中さんと出会います。田
中さんとの交流を通して、戦
争について知り、学校で講演
会を開こうと奮闘していきま
す。

エイミー・アン、9歳。放課
後に図書室で本を読んですご
すのが唯一の楽しみ。でもあ
る日、大好きな『クローディ
アの秘密』が、図書室の棚に
ないのです。エイミー・アン
はこの貸出禁止騒動に、友達
の助けを借りながら立ち向か
います。

中学生向き

お絵かき禁止の国

主人公の中学3年生の女の子
が好きな相手、アキラはサッ
カー部で天然パーマ。耳にピ
アスの似合うかっこいい…女
の子。好きな相手が好き。気
持ちに共感しながら爽やかに
読めます。

長谷川まりる／著
講談社
￥1,400 913
978-4-06-516091-6
中学

12歳で死んだあの子は
西田俊也／作
徳間書店
￥1,600 913
978-4-19-864893-0
中学

もえぎ草子

小6で突然他界した友人の死
を、中2になった当時の同級
生たちが受け入れていく過程
を描いた物語。子どもたちは
悩み戸惑いながらも、友人の
死と向き合っていきます。死
について考えるきっかけにな
る一冊です。

平安時代、清少納言らが仕え
る都の大内裏へ下働きにやっ
てきた「萌黄(もえぎ)」とい
う名の少女。主人公の戸惑い
や奮闘を通じて、舞台となる
時代、「紙」をはじめとする
その文化、古典文学にも親し
みが湧いてくる物語です。

久保田香里／作
tono／画
くもん出版
￥1,500 913
978-4-7743-2928-4
中学

秘密をもてないわたし
ペニー・ジョエルソン／著
河井直子／訳
KADOKAWA
￥1,400 933
978-4-04-107095-6
中学
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主人公のジェマは14歳。重度
の脳性まひで話せず、動けま
せん。だから人は安心して、
秘密を打ち明けていきます。
ところが、そんなジェマを見
下し、殺人犯が犯行を話した
のです。「私も一人の人間
だ!」。ジェマの気持ちや行
動に勇気がもらえる物語で
す。

ソンジュの見た星
リソンジュ／著
スーザン・マクレランド／著
野沢佳織／訳
徳間書店
￥2,000 936
978-4-19-864863-3
中学
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裕福な暮らしをしていたソン
ジュ。しかし、父の失脚で田
舎の村に引っ越すことになり
ます。やがて両親とも生き別
れになり、浮浪児として厳し
い暮らしをすることに…。筆
者が実体験に基づき、北朝鮮
の社会を描きます。

Ｂ
１

０～８類
哲学・宗教

賢者のことば

「なぜ勉強しないといけない
の？」「人とどう付き合えば
いいの？」など、子どもたち
の抱える悩みや課題。それら
を、哲学者や思想家が「賢
者」として登場し、知恵や知
識を最大限に利用して、一緒
に考えてくれます。

君に勇気を未来に光を
和田孫博／監修
新星出版社
￥1,400 102
978-4-405-07297-8
小高 中学

２

地理・伝記

ヒロシマ消えたかぞく
指田和／著
鈴木六郎／写真
ポプラ社
￥1,650 210
978-4-591-16313-9
小高 中学

かくれ家のアンネ・フランク
ヤニー・ファン・デル・モーレン／作
西村由美／訳
岩波書店
￥760 289
978-4-00-114620-2
小高 中学
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子どもの笑顔、かわいいペッ
ト、日常の何気ない様子、美
しい風景が一瞬にして消えま
した。一発の原子爆弾によっ
てです。鈴木六郎さんの遺し
た写真から、戦争について、
平和について、考えさせられ
る一冊です。
「アンネ・フランクはけっし
て過去ではない」。これは、
訳者からのメッセージです。
各章の初めに、隠れ家の外の
様子について説明があり、読
みやすくなっています。『ア
ンネの日記』への入口とし
て、子どもたちの手に。

３

社会科学

警察官の一日
WILLこども知育研究所／編著
保育社
￥3,000 317
978-4-586-08604-7
小高 中学

こまを楽しむ
WILLこども知育研究所／編・著
金の星社
￥2,800 384
978-4-323-05141-3
小低 小中

なまはげ

「パトロールでは何を見る
の？」「捜査ってどんなこと
をするの？」。仕事の内容か
ら、警察学校の一日、収入ま
で、社会の安全を守る警察官
の全てが分かる一冊です。
「暮らしを支える仕事見る知
るシリーズ」の第一巻。

五千年以上も前から、世界の
国々で遊ばれていたこま。こ
まの歴史や、こまが回る仕組
み、回し方のコツ、様々な技
などが写真とともに紹介され
ています。今日からすぐ、こ
ま遊びにチャレンジしたくな
る一冊です。

「泣く子はいねがー！」と包
丁をふりあげ、子ども達をお
どす、鬼のようななまはげ。
実は大みそかの夜に、土地を
清め祝福をもたらす守り神で
す。行事の内容や、様々なな
まはげの面について知ること
ができます。

小賀野実／写真・文
ポプラ社
￥1,700 386
978-4-591-16267-5
小中 小高
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４

自然科学

だれのあし?
ほんとうのおおきさでみてみよう!

ひさかたチャイルド
￥1,600 481
978-4-86549-188-3
幼年 小低

ほうさんちゅう
ちいさなふしぎな生きもののかたち

松岡篤／監修
かんちくたかこ／文
アリス館
￥1,400 483
978-4-7520-0895-8
小低 小中

ハエトリグモ

動物の「足」に着目し、実物
大の写真を用いて、クイズ形
式で形態の違いを紹介しま
す。また、体の特徴や生態系
による、足の役割や機能の違
いの記述もあります。驚きと
発見の楽しさがある科学絵本
です。

五億年前から海にいた小さな
生き物「放散虫（ほうさん
ちゅう）」。ガラスのような
透き通った骨を持つ不思議な
生き物です。繁栄や大絶滅を
繰り返して、現在の海にも生
き続けています。果たしてそ
の実態とは…！？

クモの卵や赤ちゃんを見たこ
とがありますか？この写真絵
本には、小さなハエトリグモ
の生態が、まるで動物の図鑑
のように、鮮明な写真で収め
られています。見たことのな
いクモの世界を、美しい写真
とともに楽しめます。

坂本昇久／写真・文
ポプラ社
￥1,500 485
978-4-591-16294-1
小低 小中

ぜんぶわかる!アリ
島田拓／著
ポプラ社
￥2,000 486
978-4-591-16268-2
小低 小中
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身近に見られるクロオオアリ
の暮らしや秘密を、大きくて
美しい写真とともに、詳しく
説明しています。日本や世界
の特徴あるアリの紹介や、女
王アリの飼育方法など、「ア
リ」について知るにはもって
こいの一冊です。

日本カエル探検記

日本のカエルは48種類。種類
によって好きな環境があり、
その環境に適応して生きてい
ることがわかります。著者の
カエルに対する愛情が伝わ
り、水辺環境を守ることや人
間との共存について考えさせ
られる本です。

関慎太郎／写真・文
少年写真新聞社
￥1,600 487
978-4-87981-671-9
小中 小高

５

技術・工学

よくわかるユニバーサルデザ
イン
柏原士郎／監修
PHP研究所
￥3,200 501
978-4-569-78840-1
小中 小高

ごみはどこへ ごみのしょり
と利用 [1]
高月紘／監修
WILLこども知育研究所／編・著
金の星社
￥3,200 518
978-4-323-05151-2
小中 小高

プラスチック惑星・地球
藤原幸一／写真と文
ポプラ社
￥2,000 519
978-4-591-16285-9
小低 小中
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ユニバーサルデザインとは、
国籍や年齢、性別、障がいの
有無などに関係なく、誰にで
も利用しやすいものや環境の
ことです。すべての人たち
が、安心して快適に暮らすた
めにどうしたらよいかを考え
るきっかけになる本です。

2050年、世界のごみの量は今
の倍になるそうです。ごみ
は、どのようにして出てくる
のか、ごみが地球や私たちに
与える影響など、様々な「ご
み問題」について、最新の資
料と分かりやすいイラストで
紹介されています。

緑豊かな森で、サルの親子が
食べ物を探しに行くと、そこ
には大量のプラスチックごみ
の山が。ごみは川から海へ流
れ、野生動物たちの命を脅か
しています。ごみの中で暮ら
す動物たちの写真が、強く印
象に残ります。

スイーツの仕事
サトウヨーコ／マンガ・イラスト
ポプラ社
￥1,200 588
978-4-591-16231-6
小高 中学

６

「好き」で見つける仕事ガイ
ドというシリーズの１冊。パ
ティシエ、和菓子職人、パッ
ケージデザイナー、スイーツ
ライターなど、多様な仕事に
ついて、漫画やイラスト、グ
ラフで分かりやすく説明して
います。

産業

竜之介先生、走る!
片野ゆか／作
高倉陽樹／絵
ポプラ社
￥1,400 645
978-4-591-16253-8
小高 中学
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舞台は熊本市内のとある動物
病院。2016年に熊本を襲った
大地震で、ペットと共に避難
する場所を見つけられない
人々のため、奔走する獣医
師・竜之介先生の姿を描きま
す。本当にあったお話です。

７

芸術

かんたんレベルアップ絵のか
きかた 1
女子美術大学付属高等学校／監修
女子美術大学付属中学校／監修
汐文社
￥2,500 724
978-4-8113-2597-2
小高 中学

世界の外あそび学じてん
こどもくらぶ／編さん
今人舎
￥2,500 781
978-4-905530-80-0
小中 小高
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自然風景や建物風景などを、
丁寧に観察しながら絵を描く
コツを紹介しています。絵を
描く手順、混色の仕方や立体
感の出し方も学べます。この
本を読むと、絵を描くことが
益々好きになると思います。

この本には、160以上もの楽
しい外あそびが詰まっていま
す。お隣の国に、知らないあ
そびがあったり、遠くの国
に、そっくりなあそびがあっ
たり…。知れば知るほど不思
議でおもしろい「外あそび」
学の世界。学んであそべる一
冊です。
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