選定児童図書目録
令和２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。
本は時間と空間を超えて、私たちを広い世界へと連れていってくれます。
日常の生活にどれだけ制約があったとしても、ひとたび本の扉を開けば、ど
んな柵も飛び越えて、違う世界を訪れることができます。また、本には、小
さ な ス ペ ー ス の 中 に 膨 大 な 知 識 が 詰 め 込 ま れ て い ま す 。昨 年 、新 型 コ
ロナウイルス感染症拡大防止のための長期の臨時休業や外出自粛の
影響で、改めて読書の楽しさを味わった子どもも少なくないようで
す。
こ こ 数 年 、 児 童 図 書 は 年 間 で 4000 冊 以 上 出 版 さ れ て お り 、 書 店 で
も お び た だ し い 数 の 本 が 並 ん で い て 、逆 に ど れ を 読 ん だ ら よ い の か わ
か ら な い と い う 子 ど も や 保 護 者 も い る の で は な い で し ょ う か 。そ う し
た 中 で 、児 童 図 書 選 定 懇 談 会 で は 、毎 年 、 子 ど も た ち に ぜ ひ 読 ん で ほ
し い 様 々 な 分 野 の 本 を 選 定 し 、読 書 活 動 推 進 の 一 助 と な る よ う 活 動 し
て い ま す 。今 年 度 も 、こ の よ う に「 選 定 児 童 図 書 目 録 」と し て ま と め
る こ と が で き た こ と を あ り が た く 思 い ま す 。こ の 目 録 が 各 所 で 活 用 さ
れることを願っています。
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尽力に、心より感謝申し上げます。

令和３年６月

令和２年度名古屋市児童図書選定懇談会座長
名古屋市立笈瀬中学校長
新田
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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 2 年 9 月から令和 3 年 2 月ま
でに選定会を 3 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。
選定図書の総点数は 67 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。
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

4
5

6

例

［版表記］

（叢書名）

分類記号

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。
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
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 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 点‥‥‥‥‥ 4
小学校低学年むき

‥‥‥ 16 点‥‥‥‥‥ 6

小学校中学年むき ‥‥‥‥ 7 点‥‥‥‥‥10
小学校高学年むき ‥‥‥‥ 6 点‥‥‥‥‥12
中学生むき ‥‥‥‥‥‥‥ 12 点‥‥‥‥‥14
Ｂ

0～8 類

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17

0 総記

‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥17

2 地理・伝記

‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥17

3 社会科学 ‥‥‥‥‥‥‥6 点‥‥‥‥‥18
4 自然科学‥‥‥‥‥‥‥‥7 点‥‥‥‥‥20
5 技術・工学‥‥‥‥‥‥‥1 点‥‥‥‥‥21
6 産業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 点‥‥‥‥‥22
書名索引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
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Ａ

絵本・９類
幼年向き

かな？
もじかけえほん
大日本タイポ組合／さく
偕成社
￥1,200 え
978-4-03-350030-0
幼年 小低

どこからきたの？おべんとう
鈴木まもる／作・絵
金の星社
¥1,300 え
978-4-323-02469-1
幼年 小低 小中

のりまき

「さら」という文字と挿絵が
かかれた見開きのページをめ
くると…あら不思議！文字も
挿絵も「もち」に変わってし
まいます。何度もめくって変
化を確かめたくなる、平仮名
の形の特徴を生かした楽しい
仕掛け絵本です。

お弁当の材料がどこから来て
どうやって食べられるように
なったかが、すばらしい絵の
力を借りて子どもたちに届き
ます。この本を読んだ子ども
たちが、他の食材もどうやっ
て自分たちに届くのか、関心
を持つかもしれません。

大きなのりにお寿司のごはん
を広げます。卵焼き、きゅう
り、えび等カラフルな具材を
のせ、そうっとそうっと巻い
て切ってみると、色鮮やかな
のりまきの出来上がり！自分
で作っている気分も味わえる
楽しい絵本です。

小西英子／さく
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8508-2
幼年

ひとはなくもの

すみれは怒られた時や喧嘩し
た時、うれしい時に、いつも
涙が出てくるのです。よく泣
くこと＝悪いことではなく、
「泣いてもいいのだ」と寄り
添ってくれる絵本です。作者
が小１の時に自分の気持ちを
綴った、紙芝居を元にしてい
ます。

みやのすみれ／作
やべみつのり／絵
こぐま社
￥1,200 え
978-4-7721-0247-6
幼年 小低
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ぼくといっしょに
シャルロット・デマトーン／作
野坂悦子／訳
ブロンズ新社
￥1,400 え
978-4-89309-674-6
幼年 小低

ぼくらはもりのダンゴムシ
まつおかたつひで／さく
ほるぷ出版
￥1,250 え
978-4-593-10095-8
幼年 小低
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主人公は、近所のお店におつ
かいに出かけます。でもその
途中には、ドラゴンの住む森
や険しい山があるのです。
ページをめくるたびに次の試
練が現れて、主人公と一緒に
どきどきワクワクしながら冒
険を楽しめる絵本です。

ちょっと触るとコロコロっと
丸まり、手のひらで転がす
と、なんとも楽しいダンゴム
シ。様々な虫たちの姿や自然
の世界を緻密でリアルな絵で
描くとともに、ダンゴムシの
「秘密」をこっそり教えてく
れる絵本です。

小学校低学年むき
これがぼくらにぴったり！
アン・ローズ／さく
アーノルド・ローベル／え
こみやゆう／やく
好学社
￥1,600 え
978-4-7690-2248-0
小低 小中

ステラとカモメとプラスチッ
ク
うみべのおそうじパーティー
ジョージナ・スティーブンス／作
イジー・バートン／絵
いとうのぶこ／訳
岩崎書店
￥1,600 え
978-4-265-85175-1
小低

空とぶ船とゆかいななかま
ウクライナのむかしばなし
バレリー・ゴルバチョフ／再話・絵
こだまともこ／訳
光村教育図書
￥1,400 え
978-4-89572-257-5
小低 小中

パンダしりとりコアラしりと
り
つぎつぎつながる
石津ちひろ／ことば
高畠純／え
ポプラ社
￥1,300 え
978-4-591-16448-8
小低
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靴紐が切れて新しいものに替
えたロンソンさん。すると、
他にも古いことが気になって
服や家まで新しい物に替えて
いきます。でも、お金が払え
ずロンソンさんには何も残り
ませんでした。繰り返しが楽
しいお話です。

海の近くで暮らすステラのも
とには、小さなカモメが海の
宝物を持ってきます。ところ
が最近届くのはプラスチック
の物ばかり。ついにはカモメ
も来なくなってしまいます。
全ての原因は、海の汚れ。生
き物たちを守るために、ステ
ラは海辺の掃除を始めます。

“空とぶ船にのってお城に来
たら王女と結婚させる”とい
う王さまのおふれに、「世界
一のまぬけ」が挑みます。旅
の途中で出会った仲間たちの
不思議な力を借りて、王さま
の出した難題を解決していく
ウクライナの昔話です。

パンダやコアラ、ゾウ、ライ
オン、シロクマ、ペンギンな
ど、人気の動物たちの生態を
短い文のしりとりで紹介して
いく楽しい絵本です。それぞ
れの動物の紹介文の最後が、
どれも「ん」で終わっている
のも見所です。

プラスチックのうみ
ミシェル・ロード／作
ジュリア・ブラットマン／絵
川上拓土／訳
磯辺篤彦／監修
小学館
￥1,500 え
978-4-09-725057-9
小低 小中

虫ガール
ほんとうにあったおはなし
ソフィア・スペンサー／文
マーガレット・マクナマラ／文
ケラスコエット／絵
福本友美子／訳
岩崎書店
￥1,500 え
978-4-265-85165-2
小低 小中

ゆきのけっしょう
武田康男／監修・写真
小杉みのり／構成・文
岩崎書店
￥1,300 え
978-4-265-83077-0
小低 小中

わっはは ぼくのなつやすみ
おのりえん／作
タダサトシ／絵
こぐま社
￥1,400 え
978-4-7721-0248-3
小低 小中
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人間が捨てたゴミの中で泳ぐ
魚、その魚を食べるアザラ
シ。次々につながり、最後は
またゴミを捨てた人間に戻り
ます。絵の美しさが、人間の
責任をより深く問いかけま
す。環境について考えるきっ
かけになる絵本です。

虫が大好きな女の子ソフィア
は、学校ではそのためにいじ
められていました。でも支え
応援してくれる人がいれば、
どんなに幸せで自信を持って
成長していけることでしょ
う。「虫恐い」さんの多く
なった最近の子ども社会へ届
けたい一冊です。

山の空気中の水分が雪の結晶
になるまでの過程を紹介す
る、写真絵本です。様々な大
きさや形の結晶がとても美し
く、まるで雪の結晶の図鑑の
ようです。自然の不思議や美
しさを感じることができま
す。

祖父の家に、初めてひとりで
泊まった夏休み。ぼくは、虫
博士の祖父といっしょにたく
さんの虫を捕まえます。作者
の少年時代の絵日記を元にし
た絵本で、ぼくが虫に興味を
持っていく様子が丁寧な絵で
描かれています。

雨の日は、いっしょに
大久保雨咲／作
殿内真帆／絵
佼成出版社
￥1,200 913
978-4-333-02827-6
小低

そのときがくるくる
すずきみえ／作
くすはら順子／絵
文研出版
￥1,200 913
978-4-580-82408-9
小低

とどけ、サルハシ！
葦原かも／作
石川えりこ／絵
小峰書店
￥1,100 913
978-4-338-19240-8
小低 小中

まいごのしにがみ
いとうみく／作
田中映理／絵
理論社
￥1,200 913
978-4-652-20364-4
小低

学校の傘立てで待つ傘たち
は、いろんな持ち主の傘と話
をして楽しそうです。ぼく
は、ハルくんの黄色い傘で
す。違う持ち主に会ってみた
いので旅に出ます。離れてみ
てわかる気持ちに、傘目線で
触れることができる本です。

ぼくはなすが嫌い。給食がな
すの日は最悪だ。おばあちゃ
んの家のなすなら食べられる
かな？食べられる日がいつか
くる、そのときがくるくる。
おじいちゃんはそう言うけれ
ど…。嫌いな食べ物への気持
ちが軽くなる本です。

自分の気持ちをうまく伝えら
れず、運動場に飛び出した
りょうは、テナガザルのドン
ドコに出会います。ドンドコ
から、言葉がなくても気持ち
を伝えられる「サルハシ」を
もらったりょうは、気持ちを
伝えられるのでしょうか。

かくれんぼをしていたぼくに
突然話し掛けてきた、やせっ
ぽちのおじさん。その正体は
何と死神でした。怖いイメー
ジのある死神ですが、とても
優しそうです。ぼくと死神と
の、どこかほんわかするお話
です。

かしこいうさぎのローズバッド 「ウサギは臆病で、すぐに逃
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／ぶ
ん・え
小宮由／やく
大日本図書
￥1,400 933
978-4-477-03364-8
小低
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げる…」そんなことが書かれ
た本を見つけたうさぎのロー
ズバッド。クジラたちに出会
うと、ある作戦を思いつきま
す。体格が劣っていても、頭
を使えば乗り越えられること
を教えてくれます。

デイビッド・マックチーバーと 引っ越してきたばかりのデイ
ビッドは、お母さんにおつか
29ひきの犬
マーガレット・ホルト／ぶん
ウォルター・ロレイン／え
小宮由／やく
大日本図書
￥1,400 933
978-4-477-03353-2
小低

ねこと王さま
ニック・シャラット／作・絵
市田泉／訳
徳間書店
￥1,600 933
978-4-19-865003-2
小低 小中

はりねずみともぐらのふうせ
んりょこう
アリソン・アトリーのおはなし集
アリソン・アトリー／作
上條由美子／訳
東郷なりさ／絵
福音館書店
￥1,100 933
978-4-8340-8566-2
小低
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いを頼まれます。帰る途中、
買い物袋が破れ、落とした肉
につられて、犬が、子ども
が、大人までもが続々とつい
てきて…。これはパレード？
その様子を町のみんなが優し
く見守るあたたかいお話で
す。

お城が燃えてしまった王さま
は小さな家に引っ越し、友達
のねこと暮らすことになりま
した。「王さまの仕事」しか
できなかった王さまが、次第
に変わっていきます。王さま
と王さま思いの賢いねこと
の、ユーモラスで心の温まる
物語です。

はりねずみともぐらは、昼寝
中の女の人から、こっそり風
船を手に入れました。喜びも
束の間、風にあおられ、２匹
は風船ごと飛ばされてしまい
ます（表題作より）。平仮名
が多めの、３つの短編の物語
です。

小学校中学年むき
たったひとりのあなたへ
フレッド・ロジャーズからこどもたち
へのメッセージ
エイミー・リード／文
マット・フェラン／絵
さくまゆみこ／訳
光村教育図書
￥1,500 え
978-4-89572-250-6
小中 小高

谷川俊太郎詩集たったいま
谷川俊太郎／詩
広瀬弦／絵
講談社
￥720 911
978-4-06-517703-7
小中 小高 中学

セイギのミカタ

病弱でいじめを受けていた少
年が成長しテレビの仕事をす
るようになると、画面から子
どもたちに自己肯定の大切さ
を伝え続けました。実話に基
づいた人間の一つの生き方を
そっと差し出してくれます。
やさしい雰囲気の絵も素敵で
す。

「私がなにを思ってきたか
それがいまの 私をつくって
いる」（詩「こころの色」よ
り）といった思春期で悩む子
どもの気持ちに寄り添った詩
集です。「いるか」「春に」
など小・中学校で紹介する詩
も掲載されています。

主人公のキノは、赤面症をク
ラスメイトのタイガにからか
われています。「いじり」を
許しているクラスの中で、周
一だけは止めに入るのです
が、キノはその正義感にもイ
ラついていました。「正義と
は何か」を考えさせてくれる
作品です。

佐藤まどか／作
イシヤマアズサ／絵
フレーベル館
￥1,300 913
978-4-577-04894-8
小中 小高

かじ屋と妖精たち
イギリスの昔話
脇明子／編訳
岩波書店
￥840 933
978-4-00-114252-5
小中 小高 中学
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「ジャックと豆の木」や「三
びきの子ブタ」を始めとする
イギリスの昔話を集めた本で
す。想像を超える楽しい物語
展開、平易な言葉で書かれた
訳と現代風の挿し絵で、子ど
もにも読みやすくなっていま
す。

きみの声がききたくて
オーウェン・コルファー／作
P.J.リンチ／絵
横山和江／訳
文研出版
￥1,400 933
978-4-580-82421-8
小中 小高

ぼくのあいぼうはカモノハシ
ミヒャエル・エングラー／作
はたさわゆうこ／訳
杉原知子／絵
徳間書店
￥1,400 943
978-4-19-865151-0
小中

おじいちゃんとの最後の旅
ウルフ・スタルク／作
キティ・クローザー／絵
菱木晃子／訳
徳間書店
￥1,700 949
978-4-19-865162-6
小中 小高
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少年は虐待から声を出せなく
なった子犬を引き取り、時間
をかけて子犬と「親友」にな
りました。ところが今度は、
少年が両親の離婚により心を
閉ざしてしまいます。犬アレ
ルギーの父親を思い、少年は
犬を手放そうとしますが…。

ルフスのお父さんはオースト
ラリアに単身赴任中です。あ
る日ルフスは、動物園から逃
げ出した人間の言葉を話すカ
モノハシに出会います。故郷
のオーストラリアに帰りたい
カモノハシと、お父さんに会
いたいルフスの心温まる冒険
のお話です。

口も態度も悪くて看護師さん
たちを困らせている、入院中
のおじいちゃん。ぼくが一日
だけ連れだして、島のおじい
ちゃんのうちへ連れ帰る物語
です。おじいちゃんの深い愛
と、それを感じておじいちゃ
んに寄り添うぼくの姿が素敵
です。

小学校高学年むき
アリババの猫がきいている
新藤悦子／作
佐竹美保／絵
ポプラ社
￥1,500 913
978-4-591-16582-9
小高 中学

となりのアブダラくん
黒川裕子／作
宮尾和孝／絵
講談社
￥1,400 913
978-4-06-517574-3
小高 中学

星くずクライミング
樫崎茜／作
杉山巧／画
くもん出版
￥1,300 913
978-4-7743-3027-3
小高 中学

うちの弟、どうしたらいい？
エリナー・クライマー／作
小宮由／訳
岩波書店
￥1,400 933
978-4-00-116023-9
小高 中学
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世界の民芸品が集まる店〈ひ
らけごま〉に預けられたペル
シャ猫のシャイフ。シャイフ
はその店の異国のグラスや人
形たちと話をし、人との縁を
結んでいきます。モノを通し
て世界を垣間見ることができ
る物語です。

ハルはあみぐるみを作るのが
好きな６年生の男の子です。
ハルのクラスに、イスラム教
徒の転校生がやってきます。
ハルは転校生のお世話を頼ま
れて…。初めは分かり合えな
い二人ですが、違いを知るこ
とで仲良くなります。

怪我が元でクライミング競技
を挫折していたあかりは、成
り行きで、同じ中１の昴のブ
ラインドクライミングのナビ
ゲーターになります。反発か
ら徐々に信頼し合うように、
二人は成長していきます。視
覚障害への理解も深まる本で
す。

「弟をたのむわね」そう言っ
てママはいなくなってしまい
ました。弟は荒れ始め、12歳
のアニーは途方に暮れます。
姉弟を救ったのは弟の担任の
ストーバー先生でした。先生
と出会って、アニーと弟は少
しずつ変わっていきます。

おいで、アラスカ！
アンナ・ウォルツ／作
野坂悦子／訳
フレーベル館
￥1,400 949
978-4-577-04840-5
小高 中学

クリスマスの小屋
アイルランドの妖精のおはなし
ルース・ソーヤー／再話
上條由美子／訳
岸野衣里子／画
福音館書店
￥1,500 993
978-4-8340-8563-1
小高
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てんかんの持病があるスフェ
ンと、父親が目の前で強盗に
撃たれたパーケル。二人は中
学１年で同じクラスになりま
す。生きることに不安を感じ
る彼らが介助犬と出会い、そ
の不安を乗り越える勇気を持
つ過程が描かれます。
厳しい冬、老いたオーナは、
とうとう住む所を失ってしま
います。自分の小屋を持つ夢
があり、長年人々に尽くして
きた彼女の前へ妖精たちが現
れて…。アイルランドで語り
継がれてきた話と挿画がよく
調和しています。

中学生向き
朔と新

交通事故で失明した兄の朔
(さく)。事故の責任を感じ
て、自分の大切な陸上競技を
あきらめた弟の新(あき)。朔
は、ブラインドマラソンへの
挑戦を決意し、新に伴走を頼
みます。二人をつなぐ伴走
ロープは、兄弟の絆にもなる
のでしょうか。

いとうみく／著
講談社
￥1,500 913
978-4-06-517552-1
中学

青春ノ帝国

誰にも注目されない学級での
立ち位置を、惨めに思う関口
佐紀。本当の私はこんな風で
はないと葛藤する佐紀にとっ
て、学級の人気者、奈良君と
過ごせる《科学と実験の塾》
は特別な場所でした。忘れら
れない14歳の夏を描きます。

石川宏千花／著
あすなろ書房
￥1,400 913
978-4-7515-2948-5
中学

てのひらに未来

平穏に過ごしていた中学生の
琴葉。あるとき父親の町工場
経営悪化問題や、居候の少
年、天馬の家族間の問題に直
面して…。二人はお互いの家
族を通じて、問題の背景にあ
る平和について、未来につい
て考えます。

工藤純子／作
酒井以／画
くもん出版
￥1,400 913
978-4-7743-3054-9
中学

窓

中学生の窓香に、亡くなった
母からの手紙が綴られたノー
トが届きます。窓香はその手
紙を「窓」として、今の世界
の「戦争と子ども」の現実を
知ります。そして、母の愛や
生き方を受け止め、自分らし
さを見つめ直していきます。

小手鞠るい／作
小学館
￥1,400 913
978-4-09-289778-6
中学
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みつきの雪

信州の村に住む満希と、村に
山村留学生としてやってきた
行人は、二人だけの同級生。
二人の卒業式前日と今までの
思い出が、交互に描かれてい
ます。互いの友達を思いやる
気持ちが伝わってくる物語で
す。

眞島めいり／作
牧野千穂／絵
講談社
￥1,400 913
978-4-06-518129-4
中学

ワタシゴト

弁当、ワンピース、靴、石、
そして「ごめんなさい」。日
常にあふれるもの、それぞれ
の思いが込められたもの。そ
れらがなぜ、焼け焦げている
のでしょうか。原爆資料館の
見学をきっかけに、揺れ動く
中学生たちの物語です。

14歳のひろしま
中澤晶子／作
ささめやゆき／え
汐文社
￥1,400 913
978-4-8113-2727-3
中学

明日をさがす旅
故郷を追われた子どもたち
アラン・グラッツ／作
さくまゆみこ／訳
福音館書店
￥2,200 933
978-4-8340-8385-9
中学

兄の名は、ジェシカ
ジョン・ボイン／著
原田勝／訳
あすなろ書房
￥1,500 933
978-4-7515-2947-8
中学

希望の図書館
リサ・クライン・ランサム／作
松浦直美／訳
ポプラ社
￥1,500 933
978-4-591-16419-8
中学
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故郷を追われた３人の子とそ
の家族の旅が語られます。ユ
ダヤの少年は1939年にキュー
バを、キューバの少女は1994
年にアメリカを、シリアの少
年は2015年にドイツを目指し
ます。難民の現実が、子ども
の視点から実感できます。

ぼくの自慢の兄、ジェイソン
は、サッカー部のキャプテン
で、学校では皆の人気者。そ
れなのに最近、何だか様子が
おかしいのです。自分自身や
ジェンダーの在り方に迷う思
春期に、手に取ってもらいた
い物語です。

黒人の少年ラングストンは、
母親の死をきっかけに田舎か
ら都会に引っ越します。母親
の喪失感を抱え、都会の生活
にも馴染めない中で、偶然に
初めて図書館に入り、たくさ
んの本と出会います。それは
変化の始まりでした。

5000キロ逃げてきたアーメッ
ト
オンジャリ Q.ラウフ／作
久保陽子／訳
学研
￥1,500 933
978-4-05-204932-3
中学

囚われのアマル
アイシャ・サイード／作
相良倫子／訳
さ・え・ら書房
￥1,600 933
978-4-378-01528-6
中学

ぼくたちがギュンターを殺そ
うとした日
ヘルマン・シュルツ／作
渡辺広佐／訳
徳間書店
￥1,400 943
978-4-19-865070-4
中学
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「ぼく、名前、アーメット。
九です…九歳です。難民で
す。シリアから来た」。主人
公の女の子、アレクサはアー
メットを助けようとイギリス
女王陛下にお願いすることを
計画します。子どもの目から
難民の姿が分かる物語です。

アマルは、女の子だからと母
親の家事を代行するため学校
に行けなくなり、父親の借金
のために地主の下で働くこと
になりました。しかし「学び
たい」意欲から運命に立ち向
かいます。現代パキスタンを
舞台に、ジェンダー問題を描
いた物語です。
第２次世界大戦終戦直後、ド
イツの農村に暮らすように
なった少年たちは、難民の子
ギュンターをいじめてしまい
ました。発覚を恐れ「あいつ
を殺そう」という計画が…。
戦争の影の下、少年たちの心
は不安に揺れます。

Ｂ

０～８類
０

総記

「走る図書館」が生まれた日
ミス・ティットコムとアメリカで最初
の移動図書館車
シャーリー・グレン／作
渋谷弘子／訳
評論社
￥2,400 016
978-4-566-08055-3
小中 小高 中学

２

移動図書館の生みの親、ミ
ス・ティットコムは、「全て
の人に読書の喜びを!」の信
念で道を切り開いてきまし
た。彼女の行動からは、どの
ような状況下でも「できるこ
とはある」という強い想いが
伝わります。今のあなたを一
歩前進させてくれる、一冊で
す。

地理・伝記

憎しみを乗り越えて
ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子
佐藤真澄／著
汐文社
￥1,500 289
978-4-8113-2617-7
小高 中学
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「まかせたよ、伝えていって
ね！」。生後８か月の時に被
爆した近藤紘子の講演は、こ
の言葉で締めくくられます。
父から受け継いだ「人から人
へ」の言葉を胸に、平和な世
界の実現を願う女性の伝記で
す。

３

社会科学

平和のバトン
広島の高校生たちが描いた8月6日の記
憶
弓狩匡純／著
くもん出版
￥1,500 319
978-4-7743-2777-8
中学

地球村の子どもたち
格差

１

途上国から見たSDGs
石井光太／著
少年写真新聞社
￥2,200 333
978-4-87981-712-9
小高 中学

知ろう！学ぼう！税金の働き
[１]税金の基本と仕組み
日本税理士会連合会／監修
金の星社
￥3,200 345
978-4-323-06195-5
小高 中学

あったらいいな、こんな義足
斎藤多加子／著
鉄道弘済会義肢装具サポートセンター
／協力
汐文社
￥2,300 369
978-4-8113-2659-7
小低 小中

- 18 -

高校生たちは、被爆証言者か
ら聞いた８月６日の記憶を絵
に描いていきます。その過程
で、世代を超えた心の交流が
生まれます。そして、読み手
である私たちも、平和のバト
ンを後世へつなぐ大切な存在
だと気づかされます。

世界には、貧しさで生きられ
ない人たちが約７億人いま
す。その貧しさの原因の一つ
が、日本に住む私たちにある
としたら…。世界の問題が私
たちとどう関わっているの
か、私たちに何ができるのか
を分かりやすく説いた一冊で
す。
「100円ショップは、100円で
買い物できないの？」。私た
ちの生活を支える税金の種類
や役割などが、マンガや図で
わかりやすく解説されていま
す。税金に関心をもち、考え
るきっかけとなるシリーズの
第１巻です。

「道具によって、できないこ
とがどんどんなくなる」。こ
の本は、義足の役割や秘密を
紹介しています。体の不自由
な人もそうでない人も「誰も
がにこにこできる未来」のた
めに一緒に読んでみません
か。

故郷の味は海をこえて
「難民」として日本に生きる
安田菜津紀／著・写真
ポプラ社
￥1,400 369
978-4-591-16420-4
小高 中学

歴史ごはん

第１巻

食事から日本の歴史を調べる
食べられる歴史ごはんレシピつき！
永山久夫／監修 山本博文／監修
くもん出版
￥2,800 383
978-4-7743-2773-0
小高 中学
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本をめくると、おいしそうな
異国の料理が目に飛び込んで
きます。料理を作っているの
は、命をかけて日本に渡って
きた難民です。故郷の味とと
もに、厳しい道のりを乗り越
えてきた人たちの姿を見つめ
ることができます。

１万年以上も前に作られてい
た「縄文パン」が家庭で味わ
える？！昔の人の食事やレシ
ピはもちろん、当時の文化や
産業など様々なことが分かり
ます。おいしく楽しく、歴史
を学びましょう。

４

自然科学

星空をつくるプラネタリウ
ム・クリエーター大平貴之
楠章子／作
文研出版
￥1,400 440
978-4-580-82414-0
小高 中学

地図で見る日本の地震
山川徹／文
寒川旭／監修
偕成社
￥2,000 453
978-4-03-645100-5
小高 中学

もっと知りたいさくらの世界
１ さくらってどんな木？
勝木俊雄／監修
汐文社
￥2,800 479
978-4-8113-2680-1
小低 小中 小高

タコとイカはどうちがう？
いきものくらべるしゃしんえほん
峯水亮／写真
池田菜津美／文
杉本親要／監修
ポプラ社
￥1,800 484
978-4-591-16350-4
小中 小高
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プラネタリウムの星空には、
多くの人の夢も一緒に映し出
されています。世界初の家庭
用プラネタリウム開発者であ
る大平さんが、夢へと挑戦し
ていく姿を紹介します。自分
の夢としっかりと向き合うこ
とができる一冊です。

歴史に残る最古の筑紫地震
（679年）に始まる日本の主
な地震を、地域ごとに紹介し
ています。震源地や規模など
のデータだけでなく、地震の
原因や当時の日記・記録によ
る被災状況も書かれており、
興味深く読むことができま
す。
「桜」といえば、春の姿を思
い浮かべる人が多いのではな
いでしょうか。でも、桜は１
年を通して、季節ごとに様々
な姿を見せてくれます。少し
だけ、桜の変化に目を向ける
時間を増やしてみませんか。

足は何本？切れたらまた生え
てくる？様々な疑問につい
て、丁寧な説明がなされてい
ます。見開きページでは、写
真とイラストでタコとイカを
見比べることができ、興味を
深めながら、両者の生態を学
ぶことができます。

おおきくしてはっけん！
ざりがにのひみつ
ひさかたチャイルド
￥1,300 485
978-4-86549-204-0
小低

虫のしわざ図鑑

木の幹や葉にできるこぶや葉
にできる不思議な模様を見
て、「これは何だろう」と
思ったことはありませんか？
それらは虫のしわざです。き
れいな写真と分かりやすい解
説で、虫の生きる知恵を知る
ことができる一冊です。

新開孝／写真・文
少年写真新聞社
￥2,000 486
978-4-87981-692-4
小中

わたしたちのカメムシずかん
やっかいものが宝ものになった話
鈴木海花／文
はたこうしろう／絵
福音館書店
￥1,300 486
978-4-8340-8552-5
小中

５

ざりがにをじっくりと観察し
たことはありますか？ざりが
にの体の仕組みやごはんの食
べ方、敵から逃げる方法など
が、拡大写真を使って詳しく
紹介されています。本を読ん
だ後は、ざりがにを探しに行
くのもいいですね。

「カメムシ」と聞くとあまり
良いイメージがないのではな
いでしょうか。調べてみる
と、カメムシにはいろいろな
種類がいて、なかなか面白い
生き物なのです。岩手県にあ
る小学校で、実際に「カメム
シ図鑑」を作った話です。

技術・工学

つかう？やめる？かんがえよ
うプラスチック
キムウンジュ／ぶん
田崎智宏／監修・解説
清水知佐子／訳
イジウォン／え
ほるぷ出版
￥1,900 519
978-4-593-10131-3
小中 小高
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便利さ、丈夫さから生活に欠
かせないプラスチック。使用
後のゴミが海を汚し、生き物
に悪影響を与えているという
ことが分かりやすく書かれて
います。プラスチックの長所
と短所を知り、環境のために
今できることを考えるきっか
けとなる本です。

６

産業

食品ロスの大研究
なぜ多い？どうすれば減らせる？
井出留美／監修
PHP研究所
￥3,200 611
978-4-569-78896-8
小中 小高 中学

知ろう！減らそう！食品ロス
１
小林富雄／監修
小峰書店
￥2,800 611
978-4-338-33601-7
小中 小高

田んぼの１年

「食品ロス」とは無駄になっ
てしまう食べ物のことで、地
球環境や資源の問題とも関係
します。「食品ロス」が生ま
れる理由や減らす方法につい
て、分かりやすい解説や絵、
グラフなどから知ることがで
きる一冊です。
春、米作りが始まる前から、
稲が成長し、稲刈り、冬枯れ
を迎えるまでの田んぼの四季
の移り変わりを、丁寧に紹介
した本です。田んぼやその周
辺に暮らす、鳥や昆虫、水辺
の生物なども、色鮮やかに描
かれています。

里山の自然
瀬長剛／絵・文
偕成社
￥2,500 616
978-4-03-971240-0
小中 小高

はたらく犬たち

世界で作られた食べ物の３分
の１は捨てられている？世界
の９人にひとりは飢えてい
る？食品ロスの問題につい
て、写真やグラフで分かりや
す く 解 説 し て い ま す 。 SDGs
「飢餓をゼロに」の調べ学習
にも活用できます。

[１]

盲導犬・聴導犬・セラピードッグほ
か
公益財団法人 日本盲導犬協会／監修
公益社団法人 日本聴導犬推進協会／
監修
社会福祉法人 日本介助犬協会／監修
公益社団法人 日本動物病院協会／監
修
アルバ／編
金の星社
￥3,400 645
978-4-323-05697-5
小中 小高
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「盲導犬」「聴導犬」「セラ
ピードッグ」など、人の手伝
いをしたり、人を元気にして
くれたりする働く犬たちがい
ます。この本では、人の暮ら
しを支える犬たちの活躍を、
実際の写真とともに紹介しま
す。

書 名 索 引 （五十音順 ）
ア行

明日をさがす旅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
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