選定児童図書目録
令和 3 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、並びに学校図書館等の充実に
お取り組みいただき、誠にありがとうございます。
表紙やタイトルに惹きつけられて、その扉を開くと、たちまち、本の世界
に入り込んでいきます。これは、学校の図書館でよく見かける光景です。
読書を通して、子どもたちは言葉を学び、感性を磨き、想像力や表現力を豊
かにすることができます。時には、生き方を見つめ直し、より深く考えるき
っかけともなります。
一 昨 年 度 か ら 、感 染 症 対 策 の た め 、自 宅 で 過 ご す 時 間 が 増 え ま し た 。
このような状況下を子どもたちに読書の楽しさを知ってもらう機会
と 考 え 、児 童 図 書 選 定 懇 談 会 で は 、今 年 度 も 諸 団 体 の 方 々 の ご 支 援 や
ご 協 力 の も と で 図 書 を 選 定 し て ま い り ま し た 。選 定 し た 分 野 は 多 岐 に
わ た り 、ま た 、幼 稚 園 か ら 中 学 校 ま で の 各 年 齢 の 発 達 段 階 に 合 わ せ て
選ばれており、読書への知的好奇心を高めていけるものばかりです。
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 う れ し く 思 い ま す 。公 立 図 書 館 、幼 稚 園 、小 ・ 中 学 校 の
み な ら ず 、各 所 で も 、こ れ ら の 図 書 を 紹 介・活 用 し て い た だ き ま し て 、
今後の子どもたちの読書活動にお役立ていただけると幸いです。
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尽力に、心より感謝申し上げます。

令和４年６月

令和３年度名古屋市児童図書選定懇談会座長
名古屋市立戸笠小学校長
佐野
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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 3 年 6 月から令和 4 年 2 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 80 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

3

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 ［版表記］
編著訳者、さし絵画家名
出版社
価格

（叢書名）

分類記号

ＩＳＢＮ
読者対象
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
幼年向き
小低
小学校低学年向き
小中
小高
中学
一般

6

小学校中学年向き
小学校高学年向き
中学生向き
一般家庭向き

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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Ａ．絵本・９類
幼年向き
ひよこはにげます

ひよこの家から始まり、ひよ
こが様々ににげる様子が描か
れています。１ページ１ペー
ジ簡単な繰り返しで、ひよこ
の様子が分かりやすく楽しく
描かれているので、次はどう
なるのかなとページをめくる
のが楽しみです。

五味太郎／作
福音館書店
900 え
978-4-8340-8631-7
幼年

わたしのかみがた

自分のしたい髪型にできる
のって素敵！髪の毛を伸ばし
たり、色を変えたりと、多く
の変化を楽しむことができま
す。もし、自分の髪型があま
り好きではないとき、この本
を読むと、きっとその髪型が
好きになるでしょう。

樋勝朋巳／作
ブロンズ新社
1,300 え
978-4-89309-692-0
幼年

すいかのたね
グレッグ・ピゾーリ／作
みやさかひろみ／訳
こぐま社
1,100 え
978-4-7721-0252-0
幼年

うごきません。
大塚健太／作
柴田ケイコ／絵
パイインターナショナル
￥1,350 え
978-4-7562-5413-9
幼年 小低
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ぼく、すいかが大好きなん
だ！すいかって最高！でもあ
る日、種をごくんと飲んでし
まい…種のんじゃったよー。
おなかの中で育ったらどうし
よう？誰もが経験したことが
ある気持ちがコミカルに色鮮
やかに描かれています。

ハシビロコウは、じっと動き
ません。鼻がバナナになった
ゾウやうずまき模様のシマウ
マ、おかしな動物がきても動
きません。ところが、自分が
思いを寄せるハシビロコウが
くると、ほおが赤く染まりま
す。ほっこり楽しいお話で
す。

かくれているよ海のなか
高久至／しゃしん
かんちくたかこ／ぶん
アリス館
￥1,400 え
978-4-7520-0936-8
幼年 小低

このかみなあに?
トイレットペーパーのはなし
谷内つねお／さく
福音館書店
￥1,500 え
978-4-8340-8580-8
幼年 小低

としょかんのきょうりゅう
鈴木まもる／作・絵
徳間書店
￥1,600 え
978-4-19-865311-8
幼年 小低

ともだちのいろ

海の中で敵から身を守るた
め、上手に隠れながら生活し
ている生き物たちを、色鮮や
かな写真で紹介しています。
色、模様、形など、驚くほど
周囲に似ていて、溶け込んで
います。どこにいるのかと、
つい夢中になって探してしま
う楽しい絵本です。

毎日使う紙なあに？答えが分
かった時の子ども達の反応は
どうでしょうか。水に弱い薄
い紙でも、形を変えれば石も
持ち上げられるのです。最後
の紙の「ひみつ」を読んであ
げれば、SDGsへの関心にもつ
ながる写真絵本です。

本の世界へ入り込んだとは言
うけれど『本当に』恐竜の本
の中に入ってしまった主人公
達と一緒に、読者もびっくり
したりどきどきしたり。子ど
も達に人気の鈴木まもるの絵
が容易にそんな世界へ子ども
達を導いてくれます。

繰り返しが自然でとてもい
い。その上６色程の色を使っ
ただけの絵が子ども達から言
葉を引き出します。読み聞か
せてもらっていた子ども達が
最後に「ともだちいろ！」と
大声を出したくなるのは当然
です。これぞ絵本中の絵本。

きくちちき／作・絵
小峰書店
￥1,600 え
978-4-338-26139-5
幼年 小低

のびるじどうしゃ

「のびるじどうしゃ」は、は
しご車だけではないのです。
「足」がのびる自動車に、
「運転席」がのびる自動車。
なんと「荷台」のゴンドラが
のびて、壁の裏側に行ける自
動車まであるのです。読んで
びっくりの楽しい本です。

平山暉彦／さく
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8583-9
幼年 小低
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ぱくぱくはんぶん

おばあさんが大きなケーキを
焼き、「おじいさん、半分残
しといてね」と言って出かけ
ると…。おじいさんや動物た
ちがケーキを「ぱくぱくはん
ぶん」。小さくなっていく
ケーキと、最後のみんなの笑
顔に心が温まります。

渡辺鉄太／ぶん，
南伸坊／え
福音館書店
￥900 え
978-4-8340-8592-1
幼年 小低

おじさんのぼうしはどこいっ
た?
ジョアン・L.ノドセット／ぶん
フリッツ・シーベル／え
やすだふゆこ／やく
出版ワークス
￥1,600 え
978-4-907108-88-5
幼年 小低

オノモロンボンガ
アフリカ南部のむかしばなし
アルベナ・イヴァノヴィッチ＝レア／
再話
ニコラ・トレーヴ／絵
さくまゆみこ／訳
光村教育図書
￥1,400 え
978-4-89572-279-7
幼年 小低

メイがはじめてがっこうへい
くひ
ケイト・ベアビー／ぶん・え
中井貴惠／やく
イマジネイション・プラス
￥1,500 え
978-4-909809-06-3
幼年 小低
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農場のおじさんは、すてきな
麦わら帽子が大のお気に入り
です。ある日、強い風がおじ
さんの帽子をさらっていき、
見失ってしまいました。する
と動物たちが次々に帽子のゆ
くえを教えてくれて、最後に
は素敵な所で見つけることが
できました。

むかし、動物たちがなかよく
幸せにくらしていましたが、
干ばつが起きました。カメが
ある晩見た不思議な夢につい
て物知りのおばあさんに話す
と、夢にでてきた、たわわに
実のなる木は本当にあると教
えてくれます。

はじめて学校へ行く日は、不
安でいっぱいです。
しかしそれが自分だけではな
いとわかれば、どんなに安心
できることか。間違えたって
心配ないよ、学校は、知らな
いことを勉強する所だからと
いうメッセージも届きます。

いっぱいさんせーい!
宮西達也／作絵
フレーベル館
￥1,400 え
978-4-577-05007-1
幼年 小低

みんなとおなじくできないよ
湯浅正太／作
石井聖岳／絵
日本図書センター
￥1,600 え
978-4-284-20493-4
幼年 小低 小中

空とぶ馬と七人のきょうだい
モンゴルの北斗七星のおはなし
イチンノロブ・ガンバートル／文
バーサンスレン・ボロルマー／絵
津田紀子／訳
廣済堂あかつき
￥1,600 え
978-4-86702-060-9
幼年 小低 小中
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五匹の仲良しオオカミが、何
をしようか話し合います。そ
の結果、みんなが言ったこと
を全部やることに「さんせー
い！」。一体何を「さんせー
い！」したのか、次の展開を
想像しながら楽しめる絵本で
す。

弟は可愛くて愛おしい。で
も、時々ちょっと恥ずかし
い。どうして弟は他の子と違
うんだろう。障がいのある弟
に対して揺れ動く気持ちを感
じながらも、大切な弟を守り
たい兄の気持ちに、心動かさ
れる一冊です。

昔、空に星がなかったころ、
モンゴルの草原に王様と七人
の王女が暮らしていました。
ところが、鳥の王が王女をさ
らっていき…。モンゴルの民
話をもとにした、七人の賢い
兄弟たちの物語を色鮮やかな
絵本で楽しめます。

小学生低学年向き
雨の日の地下トンネル
鎌田歩／作
アリス館
￥1,400 え
978-4-7520-0944-3
小低 小中

石ころのスープ
ジュディス・マリカ・リバーマン／文
ゼイネップ・オザタライ／絵
こだまともこ／訳
光村教育図書
￥1,400 え
978-4-89572-280-3
小低 小中

きみはどこからやってきた?
宇宙誕生からはじまるいのちのものが
たり
フィリップ・バンティング／作
ないとうふみこ／訳
北山太樹／監修
KADOKAWA
￥1,500 え
978-4-04-108941-5
小低 小中
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雨水はどこへいくのでしょ
う？家や道路から排水溝に流
れた水は雨水管に集められて
川へと流れこみます。雨の日
が続き、水かさがどんどん増
えている川の情報は、排水機
場で管理されていて、排水シ
ステムがはたらくようになっ
ています。

けちんぼばかりが住んでい
る、けちけち村に旅人がやっ
てきます。その旅人は石ころ
が材料のスープの作り方を広
めます。みんなで作ったスー
プのおいしさに、分け合う大
切さを知ることができたとい
うトルコのお話です。

この絵本は、宇宙誕生、そし
て命の始まりについて紹介し
ています。子ども向けの現代
版創世記であり、しかも科学
的事実に裏付けられていま
す。自分はどこからやってき
たのかを、ユーモアと絵を交
えて教えてくれます。

ケイン、きょうもよろしく
ね!
ソンギヨク／文 ペクウンジュ／文
シンドゥヒ／絵
高橋昌子／訳
新日本出版社
￥1,500 え
978-4-406-06609-9
小低 小中

ぼくはひとりで
フン・グエン・クアン／作・絵
フイン・キム・リエン／作・絵
ダフネ・リー／原書編集
はっとりこまこ／訳
冨山房インターナショナル
￥2,000 え
978-4-86600-094-7
小低 小中

おかえり、ウミガメ
高久至／写真・文
アリス館
￥1,400 え
978-4-7520-0971-9
小低 小中 小高

にげてさがして

目の不自由な人が使用する
「白杖」という杖がありま
す。韓国では「ケイン」と呼
ばれています。主人公はこの
ケインを友として、毎日いっ
しょに生活しています。視覚
障がい者の気持ちに寄り添う
ことができる物語です。

ベトナム南東地域は雨季にな
ると村人の暮らし方が変わり
ます。厳しい自然環境の中、
初めて一人でボートをこい
で、通学することになった少
年アン。アンが学校に無事た
どり着いたとき、安堵感が広
がります。

屋久島では５月になると、多
くのアカウミガメが産卵のた
めに帰ってきます。産卵や海
の中での生活の様子だけでは
なく、赤ちゃんアカウミガメ
が２０年以上かかって生まれ
故郷に帰ってくる様子を写真
で紹介しています。

わたしたちの足は「やばいも
のからにげるため」、「きみ
をわかってくれるひとをさが
すため」にあるのです。生き
るために、探し続けることや
動き続けることを大切にした
いと思うことができる一冊で
す。

ヨシタケシンスケ／著
赤ちゃんとママ社
￥900 え
978-4-87014-153-7
小低 小中 小高
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ねえ、きいてみて!
みんな、それぞれちがうから
ソニア・ソトマイヨール／文
ラファエル・ロペス／絵
すぎもとえみ／訳
汐文社
￥1,700 え
978-4-8113-2852-2
小低 小中 小高

くもとり山のイノシシびょう
いん
かこさとし／文
かこさとし／絵 なかじまかめい／絵
福音館書店
￥1,100 913
978-4-8340-8589-1
小低
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わたしたちはだれもがみんな
ちがいます。ちがうからこ
そ、不思議に思うことを思い
切って聞いてみましょう。
「聞くと、おたがいが分かり
合える。そうすると、もっと
世界が楽しくなる」それを教
えてくれる本です。

くもとり山で小さな病院を営
むイノシシ先生。山の動物た
ちは、具合が悪くなるとやっ
てきます。イノシシ先生はや
さしく話を聞きながら、とき
にはあっと驚く方法で治して
いきます。ユーモアとあたた
かさのある童話です。

からっぽになったキャンディ
のはこのおはなし
大久保雨咲／作
出口かずみ／絵
小峰書店
￥1,200 913
978-4-338-19242-2
小低 小中

つくしちゃんとおねえちゃん
いとうみく／作
丹地陽子／絵
福音館書店
￥1,200 913
978-4-8340-8599-0
小低 小中

はっぴょう会への道
山本悦子／作
下平けーすけ／絵
PHP研究所
￥1,200 913
978-4-569-78966-8
小低 小中
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お菓子屋さんのきれいな箱。
中身のキャンディがなくなっ
たので、そらくんの部屋へ。
さて、使い道は？箱目線で物
語が進みます。物に顔や気持
ちがあったら…。一度は想像
したことありませんか。想像
力が膨らむ一冊です。

小学２年のつくしちゃんの二
つ上のお姉ちゃんは、頭が良
くて物知りで自慢のお姉ちゃ
んです。右足が不自由なお姉
ちゃんですが、共に笑ったり
喧嘩したり、揺れ動く姉妹の
日常を描きます。温かみのあ
る挿絵もおすすめです。

内気なひなこは、学習発表会
で出番の多いやまんばの役を
することになりました。注意
されたり、責められたりし
て、役を代わりたいと思うと
きもありましたが、家族や友
達の励ましを受けて乗り越え
る成長の物語です。

小学校中学年向き
地球がうみだす土のはなし
大西健夫／文，龍澤彩／文
西山竜平／絵
福音館書店
￥1,300 え
978-4-8340-8597-6
小中 小高

二平方メートルの世界で
前田海音／文
はたこうしろう／絵
小学館
￥1,500 え
978-4-09-725104-0
小中 小高

ひとがつくったどうぶつの道
キムファン／文
堀川理万子／絵
ほるぷ出版
￥1,500 え
978-4-593-10020-0
小中 小高
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土がどのようにしてできるか
知っていますか。火山の噴火
に始まり、水や小さな生き物
たちの力によって、長い時間
をかけて、土ができていきま
す。５ｃｍの土ができるまで
に、だいたい千年くらいかか
るのです。

二平方メートルというのは、
病院のベッドの広さです。こ
の本は、病気で入退院を繰り
返す前田海音さんの作文をも
とにして作られました。ベッ
ドの上で何日も過ごす生活の
子が考えていることにふれら
れるお話です。

みなさんは、人間が作った動
物の道を見たことがあります
か。トンネル型、橋型、様々
です。しかし、そんな「道」
が必要なのは、人間が自然の
中に道路を作ったからなので
す。野生動物たちとともに暮
らす方法を考える本です。

先生、感想文、書けません!
山本悦子／作
佐藤真紀子／絵
童心社
￥1,200 913
978-4-494-02071-3
小中

オンボロやしきの人形たち
フランシス・ホジソン・バーネット／
作
尾崎愛子／訳
平澤朋子／絵
徳間書店
￥1,400 933
978-4-19-865375-0
小中 小高

ぼくの犬スーザン
ニコラ・デイビス／文
千葉茂樹／訳
垂石眞子／絵
あすなろ書房
￥1,200 933
978-4-7515-3031-3
小中 小高

クモのアナンシ
ジャマイカのむかしばなし
フィリップ・M.シャーロック／再話
マーシャ・ブラウン／絵
小宮由／訳
岩波書店
￥1,600 933
978-4-00-116028-4
小中 小高 中学
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おもしろかったこともジーン
としたこともあるのに、感想
文は無理！というみずかのた
めに、感想文を書きたくなる
お話を、自分たちで作ること
になりました。女の子が弟の
ためにがんばる物語づくりに
挑戦します。

祖母のものだった古い人形の
家。中に住む人形たちもぼろ
ぼろでしたが、陽気に暮らし
ていました。誕生日に新しい
人形の家が来ると、部屋の隅
に追いやられ、燃やされそう
になりますが…。妖精が語る
楽しい物語です。

こだわりが強く予定変更が苦
手なジェイク。クリスマス前
は普段と違うことだらけで、
学校で騒動を起こしてしまい
ました。家族にも責められ家
出しますが、一匹の犬との出
会いが、ジェイクを新たな局
面へと導きます。

カリブの島々で伝わる「ク
モ」のアナンシ。とてもずる
がしこいけど、憎めないアナ
ンシの紹介を含め、十五話の
物語集です。ジャマイカの語
り手の名手が再話し、マー
シャ・ブラウンがのびのびと
イラストを描いています。

火の鳥ときつねのリシカ
チェコの昔話
木村有子／編訳
出久根育／絵
岩波書店
￥800 989
978-4-00-114254-9
小中 小高 中学
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ヨーロッパのほぼ中央にある
チェコ共和国。苦難の歴史を
持つチェコの人々は、昔話を
愛し、大切に伝え続けまし
た。独特の不気味な雰囲気が
漂う話、味わい深く骨太な話
など、知恵と勇気に満ちた選
りすぐりの二十四話です。

小学校高学年向き
スティーブン・ホーキング
キャスリーン・クラル／文
ポール・ブルワー／文
ボリス・クリコフ／絵
さくまゆみこ／訳
化学同人
￥1,800 え
978-4-7598-2145-1
小高 中学

ライラックのワンピース
小川雅子／作
めばち／絵
ポプラ社
￥1,400 913
978-4-591-16787-8
小高

わたしのあのこあのこのわたし
岩瀬成子／著
PHP研究所
￥1,400 913
978-4-569-78969-9
小高

ぼくと石の兵士

ブラックホールって何？この
本をそんな疑問から読み始め
ると、スティーブン・ホーキ
ングという科学者に夢中にな
ります。彼は障害がありなが
らも、宇宙の謎に挑み続けま
した。理科が好きな子にぴっ
たりの一冊です。

６年生のサッカー少年トモに
は、裁縫が大好きという秘密
があります。ある日、ハーブ
園で出会ったリラちゃんに想
い出のワンピースのお直しを
頼まれました。未来への選択
肢はいくつもあると感じられ
る物語です。

「友達になりたい」と書いた
手紙、渡さなければよかっ
た。あのこの弟に大切なレ
コードを傷つけられ、意地悪
な気持ちが広がり、二人の気
持ちはすれ違っていきます。
わたしとあのこの視点が交互
に描かれています。

シリアに派遣された父親を亡
くした「ぼく」は、戦没者記
念公園にある兵士の像に話し
かけることだけが慰めでし
た。その像が取り壊されるこ
とになり「ぼく」が取った行
動は…。小さな勇気が大人を
動かす、心温まる物語です。

リサ・トンプソン／著
櫛田理絵／訳
PHP研究所
￥1,400 933
978-4-569-78956-9
小高
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縄文の狼

山中を旅して暮らす主人公キ
セキは、赤ん坊のころ狼に育
てられた過去がありました。
その時から共に育った狼のオ
オアシをパートナーにして、
いくつもの困難を乗り越えて
いきます。成長する主人公の
姿に、生きる励みをもらえる
物語です。

今井恭子／作
岩本ゼロゴ／画
くもん出版
￥1,500 913
978-4-7743-3201-7
小高 中学

太郎の窓

太郎は、くまのぬいぐるみの
こぐちゃんが大好き。両親に
は、内緒でこぐちゃんをク
ローゼットの中に隠し、女の
子と遊ぶのが好きなことやス
カートをはきたいことなど
を、毎日こぐちゃんに話しか
けています。心と体が合わな
い太郎の苦しみが伝わるお話
です。

中島信子／著
汐文社
￥1,500 913
978-4-8113-2750-1
小高 中学

ボーダレス・ケアラー
山本悦子／著
竹浪音羽／画
理論社
￥1,400 913
978-4-652-20430-6
小高 中学
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「ボーダー」とは死後の世界
に行かずに、生と死の狭間に
ある存在。ひょんなことから
海斗は、ボーダーの生前の思
いを調べ、時にはその思いを
かなえる手伝いをするように
なります。その人の思いが、
人生の大切な一コマだと気づ
かせてくれる物語です。

赤い糸でむすばれた姉妹
キャロル・アントワネット・ピーコッ
ク／作
日当陽子／訳
フレーベル館
￥1,400 933
978-4-577-04944-0
小高 中学

サヨナラの前に、ギズモにさ
せてあげたい9のこと
ベン・デイヴィス／作
杉田七重／訳
小学館
￥1,600 933
978-4-09-290643-3
小高 中学

飛べないハトを見つけた日か
ら
クリス・ダレーシー／作
相良倫子／訳
東郷なりさ／絵
徳間書店
￥1,600 933
978-4-19-865384-2
小高 中学

橋の上の子どもたち
パドマ・ヴェンカトラマン／作
田中奈津子／訳
講談社
￥1,500 933
978-4-06-521442-8
小高 中学
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中国の養護施設で育ったウェ
ンは、アメリカで養子になり
ました。施設での親友にもア
メリカに来てほしいのです
が、親友シューリンが養子縁
組できる期間はあと６週間し
かありません！ウェンは
シューリンの新しい家族を見
つけられるのでしょうか。

愛犬のギズモがもう長く生き
られないと知ったジョージ
は、ギズモにさせてあげたい
ことのリストを作り、一つず
つ実行していきます。ジョー
ジの立場からと、ギズモの目
線からの言葉が交互に書かれ
ていて、笑いあり涙ありの魅
力的なお話です。

１２歳のダリルは、公園で翼
が折れて飛べないレース鳩を
見つけます。その鳩の世話を
して、もう一度レースで飛ば
したいと奮闘する物語です。
夢中になれるものや、勇気を
一つ一つを重ねていく、心温
まる作品です。

障害を持つ姉とともに暮らす
ヴィジは、父からの暴力に耐
えきれず家を出ます。あても
なくホームレスとして暮らす
日々は、過酷でつらいもので
したが、出会う人々に希望を
もらいます。一人の少女が前
向きに生きる姿を描いた物語
です。

秘密のノート
ジョー・コットリル／作
杉田七重／訳
小学館
￥1,500 933
978-4-09-290634-1
小高 中学

みんなを笑わせることが大好
きで、いつも明るいジェリー
でしたが、胸の中に誰にも言
えない思いをかかえていまし
た。そしてその思いを、秘密
のノートに綴っていました。
しかしある日、彼女は大切な
ことに気付きます。悩みに目
を背けず、正面から向き合う
勇気がもらえる一冊です。

中学生向き
世界とキレル

山の中の洋館で、スマホ無し
で規則正しい生活を強いられ
ることになった舞。スマホ依
存症の彼女は、耐えられず、
逃げ出してしまいました。食
べるとは、楽しむとは、生き
るとは。現実世界の自分を大
切にしようと思える作品で
す。

佐藤まどか／著
あすなろ書房
1400 913
978-4-7515-2949-2
中学

夏のカルテット

当番でたまたま一緒になった
中１の図書委員４人が、夏休
みの自由課題を合奏にしよう
とバンドを組みます。クラス
も部活も違う４人がつながっ
ていく過程や、中学生ならで
はの悩み、表現する喜びが爽
やかに描かれます。

眞島めいり／著
PHP研究所
￥1,200 913
978-4-569-88000-6
中学

青いつばさ

１１歳のジョシュは、知的障
害のある１６歳の兄ヤードラ
ンをずっと守ってきました。
しかし、ヤードランに施設に
入る話が持ち上がり、引き離
されまいとする二人は旅に出
るのですが…。兄弟、そして
家族の絆の物語です。

シェフ・アールツ／作
長山さき／訳
徳間書店
￥1,600 949
978-4-19-865357-6
中学
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海を見た日

様々な事情のため里親の元で
一緒に暮らす４人の子どもた
ち。一緒に海を見た日、互い
に絆を感じ、自分と他人を認
めることを知ります。また、
里親の元で夢を実現するため
に、どんな困難も乗り越える
精神に心を打たれます。

M.G.ヘネシー／作
杉田七重／訳
鈴木出版
￥1,600 933
978-4-7902-3382-4
中学

彼方の光
シェリー・ピアソル／作
斎藤倫子／訳
偕成社
￥1,600 933
978-4-03-744790-8
中学

キャラメル色のわたし
シャロン・M.ドレイパー／作
横山和江／訳
鈴木出版
￥1,600 933
978-4-7902-3369-5
中学

スーパー・ノヴァ
ニコール・パンティルイーキス／著
千葉茂樹／訳
あすなろ書房
￥1,500 933
978-4-7515-3032-0
中学

ハナコの愛したふたつの国
シンシア・カドハタ／作
もりうちすみこ／訳
小学館
￥1,600 933
978-4-09-290637-2
中学

- 19 -

１８５９年のアメリカの物
語。黒人奴隷で孤児のサミュ
エルと老いた奴隷のハリソン
は、奴隷州のケンタッキーか
ら自由州のオハイオを抜け、
カナデイ（カナダ）まで逃亡
することに。はたして二人
は、無事に逃げ切れることが
できるのでしょうか。

両親が離婚したイザベラは、
７日ごとに黒人のパパと白人
のママの家で暮らしていま
す。二つの生活の中で、自分
という存在や家族について悩
むイザベラ。黒人への人種差
別問題についても書かれてい
ます。

自閉症で発語が難しいノヴァ
にとって、姉は一番の理解者
でした。忽然と姿を消した姉
との約束の日を信じてノヴァ
は待ち続けますが…。障害ゆ
えの苦難や周囲とのずれ、里
親の愛情深いまなざしが、丁
寧に描かれます。

戦争で全てを失った日系人の
ハナコの家族は、終戦後アメ
リカを出て、広島の祖父母の
家に身をよせます。しかし日
本での生活は厳しく、ハナコ
と弟は再びアメリカに戻りま
す。移民と国籍、収容所生
活、被爆孤児など、戦中戦後
の様子が描かれます。

ルーパートのいた夏
ヒラリー・マッカイ／作
冨永星／訳
徳間書店
￥2,000 933
978-4-19-865211-1
中学

Ｂ

二十世紀はじめの英国。生後
三日で母を亡くしたクラリー
は、夏の間は祖父母宅で過ご
し、いとこのルーパートに惹
かれていきます。しかし、第
一次世界大戦が始まり、平和
な日常が一変してしまいまし
た。一人の少女を軸に描く、
壮大な青春小説です。

０～８類
０

総記

しらべるちがいのずかん
おかべたかし／文
やまでたかし／写真
東京書籍
￥1,600 031
978-4-487-81535-7
小低 小中 小高
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砂糖と塩は、どうちがう？似
ているけれど違う２つのもの
を見比べたり、調べたりして
違いを解き明かしていきま
す。違いを発見するおもしろ
さや、じっくり見ることの楽
しさに気づくことができる本
です。

1

哲学・宗教

10代の君に伝えたい学校で悩
むぼくが見つけた未来を切り
ひらく思考
山崎聡一郎／著
朝日新聞出版
￥1,200 159
978-4-02-251785-2
小高 中学
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いじめ、友だち関係、勉強、
学校へ行く意義等、１０代の
子どもたちは、多くの問題や
悩みを抱いています。さまざ
まな困難と向き合いながら
も、前に進むための考え方や
具体的な方法を、『こども六
法』の著者が、自らの体験を
通して語ります。

３

社会科学

大人も知らない!?SDGsなぜな
にクイズ図鑑
笹谷秀光／監修
宝島社
￥1,300 333
978-4-299-01565-5
小中 小高 中学

マークで学ぶSDGs
学校でみつかるマーク
蟹江憲史／監修
ほるぷ出版
￥2,800 333
978-4-593-10202-0
小中 小高

だいじだいじどーこだ?
えんみさきこ／さく
かわはらみずまる／え
大泉書店
￥1,200 367
978-4-278-08700-0
幼年 小低

みんなちがってみんなステキ
LGBTの子どもたちに届けたい未来
高橋うらら／著
ReBit／監修
新日本出版社
￥1,500 367
978-4-406-06518-4
小高 中学
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「シャワーが１分短いと、ど
れだけ節水になる？」など身
近な問題を中心に、SDGsにつ
いてカラフルな図解で説明し
ている本です。クイズ形式な
ので大人も子供も楽しみなが
らSDGsについて学ぶことがで
きます。

たとえば、古紙をリサイクル
して作られたノ－トに付いて
いるグリ－ンマ－クは、森林
を守る取り組みを表していま
す。身近にあるさまざまなマ
－クを通して、子供たちが
SDGsについて学んだり考えた
りできる本です。

自分の体はとても大切である
こと、自分以外の人の体も同
じように大切だということ
が、小さな子どもにも分かり
やすくかかれています。また
「プライベートパーツ」のこ
とや、性暴力から身を守る方
法も教えてくれます。

この本には、NPO法人のメン
バ―が、LGBTの子どもたちへ
語りかける心強いメッセージ
があふれています。受け取っ
た本人やその家族、友人の視
点を通して、多様な性を学ぶ
ことができます。誰もが「自
分のままでいいんだ」と前向
きになれる一冊です。

きみは「3.11」をしっていま
すか?
東日本大震災から10年後の物語
細野不二彦／まんが
平塚真一郎／ノンフィクション
井出明／まとめ
河北新報社／特別協力
小学館
￥1,400 369
978-4-09-227243-9
小高 中学

東日本大震災から１０年が経
ちましたが、まだ１０年…、
もう１０年…、感じ方は人そ
れぞれでしょう。当時の記録
や資料、被災された方たちの
思いや願いから、震災につい
て学ぶとともに、復興の力強
さを感じることができます。

車椅子や義手など様々な福祉
用具の使い方や仕組みが、わ
かりやすく図解されていま
す。足や手の不自由な人が日
常生活で困っていることや、
身の回りのユニバ－サルデザ
インについてなど、福祉を多
面的に学ぶことができます。

福祉用具の図鑑
手や足の働きを助ける
徳田克己／監修
金の星社
￥3,200 369
978-4-323-05381-3
小中 小高

ぼくと目の見えない内田さん
がであったはなし
赤木かん子／著
濱口瑛士／絵
長岡雄一／監修
埼玉福祉会出版部
￥1,800 369
978-4-86596-405-9
小低 小中 小高
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高校生のぼくが、目の見えな
い内田さんに出会い、視覚障
害がある人の日常生活や、必
要な手助けについて話を聞き
ます。この本は「LLﾌﾞｯｸ」と
いう、やさしくわかりやすく
書かれた本で、障害のある人
にどんな気持ちでどう接した
らよいかが、よく分かる本で
す。

４

自然科学

おいしい!ふしぎ!理科実験ス
イーツ
こおる・わかれるひんやりスイーツ
WILLこども知育研究所／編著
ダンノマリコ／料理
尾嶋好美／科学監修
金の星社
￥2,800 407
978-4-323-05791-0
小低 小中 小高

絶景のふしぎ100

「牛乳にレモン汁を混ぜる
と、どうなる？」などクイズ
形式で実験を紹介。様々な実
験を通して、おいしいスイー
ツを作ることができます。実
験結果についても、分かりや
すい解説付きで、自由研究に
も役立つ一冊です。

世界各地に存在する絶景。ど
のようにして、その美しい景
色が作られたのでしょうか。
そんな不思議を、地球科学の
視点で詳しく解き明かしてい
ます。地球科学という学問の
面白さや、スケール感を知る
ことができる一冊です。

佐野充／監修
偕成社
￥2,000 450
978-4-03-528600-4
小中 小高 中学

小さな小さなウイルスの大き
なはなし
伊沢尚子／文 坂井治／絵
中屋敷均／監修
くもん出版
￥1,400 465
978-4-7743-3217-8
小低 小中 小高

空を飛ぶミジンコのなぞ
星輝行／写真・文
少年写真新聞社
￥1,700 485
978-4-87981-726-6
小中 小高
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ウイルスは病気のもと？いえ
いえ、病気を起こさないもの
もいます。さらに、生き物の
進化には、はるか昔に感染し
たウイルスの遺伝子も役立っ
ていたのです！ウイルスの正
しい知識を身に付けて、感染
予防にも役立つ絵本です。

ミジンコは、川や池、田んぼ
にすむ体長２ミリ程度の小さ
な生物です。この小さなミジ
ンコの生態が、大きく透明感
のある写真でわかりやすく紹
介されています。また、自然
界の食物連鎖についても考え
させられる本です。

ムカデとヤスデ
スージー・ウィリアムズ／作
ハンナ・トルソン／絵
渡邊真里／訳
化学同人
￥1,500 485
978-4-7598-2125-3
幼年 小低

学校では教えてくれない自分
を休ませる方法
井上祐紀／著
KADOKAWA
￥1,300 498
978-4-04-680361-0
小高 中学
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ムカデとヤスデは、どこがど
う違うの？足は何本あるのか
な？何を食べて生きているの
だろう…。知っているようで
知らない、小さな生き物「ム
カデ」と「ヤスデ」の生態
を、すてきなイラストで楽し
く学べる絵本です。

子どもたちの「安全」や「健
康」がおびやかされている場
合は、すぐにでも自分を休ま
せたほうがいいと筆者は考え
ています。本書では、子ども
たちがより良い生活を送るた
めの「休みかた」を提案して
います。

５

技術・工学

もしもトイレがなかったら
加藤篤／著
少年写真新聞社
￥1,600 518
978-4-87981-728-0
小中 小高

すっぱいのひみつ
赤野裕文／著
会田博美／絵
金の星社
￥1,400 588
978-4-323-07480-1
小中 小高 中学

マグカップでまぜるだけふわ
ふわケーキ
宮沢うらら／著
汐文社
￥2,500 596
978-4-8113-2841-6
小中 小高
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食事を１日抜くのは可能で
も、排せつを１日我慢するこ
とはできません。きれいなト
イレは感染症を防ぎ、携帯ト
イレを備えれば、災害時に安
心です。災害や環境、健康等
への関心がトイレから広がる
一冊です。

なぜ、〇〇はすっぱいの？子
どものそんな疑問に答えてく
れる本です。すっぱい食べ
物、すっぱくなる原因など、
写真付きで分かりやすく解説
されています。実験も紹介さ
れているので、自由研究にも
おすすめの一冊です。

包丁も火も使わずにおいしい
おやつを作ることができま
す。電子レンジで「チン」す
るだけで簡単にケ－キや飲み
物が作れます。マグカップの
ふちから盛り上がる可愛らし
いケ－キは、きっと実際に
作って食べてみたくなるはず
です。

６

産業

宇宙マグロのすしを食べる
山本俊政／著
旬報社
￥1,500 666
978-4-8451-1695-9
小高 中学

和食のだしは海のめぐみ１
昆布
阿部秀樹／写真・文
偕成社
￥2,400 667
978-4-03-436810-7
小中 小高
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海の魚も川の魚も同じ水槽で
育てることができる「好適環
境水」。この魔法の水は、人
類の食糧危機や農村の過疎化
を救い、宇宙での養殖を実現
するかもしれません。発想の
転換で困難を克服する描写に
胸が熱くなります。

和食の味つけの基本となって
いる「だし」といえば、昆
布、鰹節、煮干などが思い浮
かぶことでしょう。この本の
テーマは、「昆布」。迫力あ
る写真と分かりやすい説明
で、昆布のことを詳しく知る
ことができます。

７

芸術

アートって何だろう
中島裕司／訳
保育社
￥3,000 700
978-4-586-08633-7
小中 小高 中学

修学旅行が楽しくなる仏像
“ここ見て”調査隊 京都編
中村文人／著
宮澤やすみ／監修
くもん出版
￥2,800 718
978-4-7743-3180-5
小中 小高

これが鳥獣戯画でござる
ニッポンのわらいの原点
結城昌子／構成・文
小学館
￥1,700 721
978-4-09-727709-5
小中 小高
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アートはどのように、なぜ作
られるの？色や形、模様の魅
力ってなんだろう？洞窟壁画
から現代アートまで、名画た
ちの秘密を解き明かそう！美
術の歴史をたどりながら、絵
画の見方、描き方を探ること
ができます。

京都にはたくさんの仏像があ
ります。「如来は校長先生み
たい」など、この本では、
様々な仏像のキャラクターが
分かりやすく紹介されていま
す。子ども達は京都に今まで
よりも興味をもって、楽しく
見学できることでしょう。

ウサギとカエルが縦横無尽に
動き回り、サル、キツネ、ネ
コなども登場します。様々な
動物たちが生き生きと描かれ
ている、「鳥獣戯画」の魅力
が満載の一冊です。平安時代
末に誕生した絵巻の中に、日
本の笑いの原点が見えてきま
す。
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18

スーパー・ノヴァ

19

赤い糸でむすばれた姉妹

17

世界とキレル
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アートって何だろう

28

絶景のふしぎ100
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ア行 青いつばさ

雨の日の地下トンネル

8

先生、感想文、書けません!
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石ころのスープ

8

空を飛ぶミジンコのなぞ

24

いっぱいさんせーい!

7

空とぶ馬と七人のきょうだい

うごきません。

4

宇宙マグロのすしを食べる
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海を見た日
おいしい!ふしぎ!理科実験スイーツ｜ こおる・わか
れるひんやりスイーツ

7

だいじだいじどーこだ?

22

19

太郎の窓

16

24

小さな小さなウイルスの大きなはなし

24

タ行

おかえり、ウミガメ

9

地球がうみだす土のはなし

12

おじさんのぼうしはどこいった?

6

つくしちゃんとおねえちゃん

11

大人も知らない!?SDGsなぜなにクイズ図鑑
オノモロンボンガ｜ アフリカ南部のむかしばなし

22

としょかんのきょうりゅう

6

飛べないハトを見つけた日から

5
17

13

ともだちのいろ

5

5

ナ行 夏のカルテット

18

学校では教えてくれない自分を休ませる方法

25

にげてさがして

9

彼方の光

19

二平方メートルの世界で

12

からっぽになったキャンディのはこのおはなし

11

ねえ、きいてみて!

10

きみは「3.11」をしっていますか？｜ 東日本大震災
から10年後の物語

23

のびるじどうしゃ

オンボロやしきの人形たち

カ行 かくれているよ海のなか

きみはどこからやってきた?

5

8

キャラメル色のわたし

19

くもとり山のイノシシびょういん

10

橋の上の子どもたち

17

クモのアナンシ

13

はっぴょう会への道

11

ハ行 ぱくぱくはんぶん

6

ケイン、きょうもよろしくね!

9

ハナコの愛したふたつの国

19

このかみなあに?

5

ひとがつくったどうぶつの道

12

火の鳥ときつねのリシカ

14

秘密のノート

18

これが鳥獣戯画でござる

28
17

ひよこはにげます

10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未
来を切りひらく思考

21

福祉用具の図鑑｜ 手や足の働きを助ける

23

修学旅行が楽しくなる仏像“ここ見て”調査隊 京都
編

28

ぼくと石の兵士

15

縄文の狼

16

ぼくと目の見えない内田さんがであったはな
し

23

しらべるちがいのずかん

20

ぼくの犬スーザン

13

サ行 サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい9のこと

すいかのたね

4

すっぱいのひみつ

26

スティーブン・ホーキング

15

ぼくはひとりで
ボーダレス・ケアラー
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4

9
16

マ行

マグカップでまぜるだけふわふわケーキ

26

マークで学ぶSDGs｜ 学校でみつかるマーク

22

みんなちがってみんなステキ

22

みんなとおなじくできないよ
ムカデとヤスデ
メイがはじめてがっこうへいくひ

ラ行

ワ行

7
25
6

もしもトイレがなかったら

26

ライラックのワンピース

15

ルーパートのいた夏

20

和食のだしは海のめぐみ 1 昆布

27

わたしのあのこあのこのわたし

15

わたしのかみがた

4
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