
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パパに月の本

を読んでもらった

アンソニーは、月

に行きたいと思

いますが、パパは

宇宙船の作り方

を知らないと言い

ます。すると、夜中に、黒板に住んでいる「こくばんくま

さん」が出てきて、宇宙船を作ってくれました。柔らかく

美しい水彩の絵が印象的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力士のかちかちやま

は、毎日厳しい稽古を

しますが、なかなか強

くなれません。こんな

調子が続くと、やめた

くなることもあります。

しかし強い力士になる

ために一生懸命、稽古

に励みます。力士の稽古や相撲の取り組みの場面など

が力強く描かれています。 

りきしのほし  

加藤 休ミ／著 イースト・プレス  

エホン 【幼児～小学校低学年】 

 

こくばんくまさんつきへいく 

マーサ・アレクサンダー／作 ほるぷ出版        

風木 一人／訳 エホン【幼児～小学校低学年】 
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おすすめの子どもの本 

ええほほんん 

２０１４ 

枚方市立図書館 

■2013年 1月から 12月に出版された中から、特におすすめする本のリストです。子どもの本に関わる大人の方

へお伝えするために作成しました。 

■本の情報は、書名、著者名、出版社名、図書館での分類記叵、対象年齢の順になっています。 
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ジェニー・スーは、左目

が斜視で弱視の女の子。友

達に「イグアナの目」とから

かわれてもめげません。彼

女はその左目を「たびする

目」と呼び、目が行く所に

自分がついて行くのだと言

います。右目は案内役で左目は芸術家だとも言います。

人と違うことを肯定的にとらえ描いています。 

 

ラッパをふく子どもたち。

ラッパの音に合わせておどる

ブタたち。色彩豊かで動き

のある絵とそれに合わせた

ラッパの響き。ブタのおどっ

ている様子や子どもたちのラ

ッパの音が、今にも本から飛

び出しそうな躍動感のある楽しい絵が魅力的です。 

 

星やろうそく、電球な

ど「光源」の形を、詩的

な言葉で表現し、その文

字をデザイン的に組み合

わせ、全体を絵のように

表現しています。また、

絵を見るだけでなく、詩

的な言葉を深く味わうこともできます。 

 

猫地蔵に自分が住みた

い家の願いを書いて張る

と、ちゃまるという猫がぴ

ったりの家を探してくれま

す。散らかし放題のぎんた

は、「かたづいたきれいな

いえ」と願いを書きますが、

汚い家を希望したねずみ

親方に自分の家を紹介されてしまいます。昔話のような

展開で描かれ、懐かしい雰囲気が感じられます。 

 

恐竜の骨格が出てきて、

「だーれだ」と問いかけ

ます。ページをめくるとそ

の恐竜の名前と生きてい

た姿が紹介されます。化

石でしか存在を知ること

ができない恐竜が、大昔

には地球上で生活していたことを教えてくれます。 

 

シバ犬のチャイの視点で

描かれています。周りの人

間と対等だと思っているチ

ャイは、生意気ながら愛らし

く描かれており、また、その

チャイを飼っている一家の

日常までも描きだしていま

す。味わいのある絵は見て

いて飽きず、何度も繰り返し楽しめます。 

ちかちかぴかり  

ジョアン・Ｂ．グレアム／ことば 福音館書店 

ナンシー・デイビス／絵 ふじた ちえ／訳 

エホン 【小学校中学年～中学生以上】 

              

それならいいいえありますよ  

澤野 秋文／作 講談社  

エホン 【幼児～小学校低学年】              

きょうりゅう  

スズキ サトル／絵 まつした さゆり／作 

えほんの杜  エホン 【幼児～小学校低学年】              

ぶたラッパ  

下田 昌克／作・絵  谷川 俊太郎／らっぱ 

そうえん社  エホン 【幼児～小学校低学年】 

わたしのすてきなたびする目  

ジェニー・スー・コステキ＝ショー／作     

美馬 しょうこ／訳 偕成社  

エホン 【幼児～小学校低学年】 

シバ犬のチャイ 

あおき ひろえ／文 長谷川 義史／絵  

ＢＬ出版（神戸）エホン【幼児～小学校低学年】 
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１で１頭のゴリラ、２は

親子のオランウータンと霊

長類の種類が変わって数

が増えていきます。見開き

いっぱいに、表情豊かな

サル達がこちらを見つめ

ています。さて最後に出て

くる霊長類はなんでしょう

か？魅力ある絵で、数についての興味がわきます。 

 

 「あー・あー」とあか

ちゃんが言います。何を言

いたいのでしょう？「めー・

めー」鳴くのは、やぎさん。

「もー・もー」鳴くのは、う

しさん。「がー・がー」鳴く

のは、あひるさん。熱いス

ープは「ふー・ふー」しましょう。言葉のリズムを楽しん

でみましょう。 

 

わらべ歌「もちっこや

いて」に着想のヒントを得

て創作された、おはなし

絵本です。北風や鬼の子

どもたちが、ばっちゃんの

家に集まって、歌いなが

ら楽しくおもちを焼きまし

た。オレンジと黄色が強調された絵が、温かく賑やかな

様子をよく表しています。 

 

魔法のマーカーを手にし 

た女の子は、壁に描いた扉

を開けて不思議の世界に旅

立ちます。枝々に灯籠を吊

るした美しい森から、ふたた

びマーカーで描いた小舟に

乗って、いつのまにか中世のような城砦の町へ…。この

絵本に言葉はいっさいありません。幻想的な絵を追い

ながら、あなただけの物語の言葉を想像してください。 

 

あるところに、ネコ船長とよば

れる船長がいました。ネコ船長

はネコが大好き。彼の船の中は

いつもネコでいっぱいでした。

あるとき、船長は航海の途中で

嵐にあい、小さな島に流れ着き

ます。そこはネコが一匹もいない島でした。ネコ船長と

ネコと島の人たちとの交流をあたたかく描いています。 

 

カエルがふかいあなに

落っこちて、助けようとした

ネズミも落っこちて、それ

を助けようとしたスローロリ

スも落っこちて、さらにはマ

レーグマも落っこちて、み

んな次々と落ちていきます。

するとそこへトラが舌なめずりをしながらやってきました。

「なんてこったい！」のパターンの繰り返しが笑いを誘

います。最後のどんでん返しにもご注目。 

もちっこやいて 

－わらべうたの「もちっこやいて」より 

やぎゅう げんいちろう／作  福音館書店  

エホン 【幼児～小学校低学年】 

あー・あー  

三浦 太郎／作・絵  童心社  エホンキイロ【幼児】 

 

ネコがすきな船長のおはなし 

インガ・ムーア／作・絵   たが きょうこ／訳 

徳間書店 エホン 【幼児～小学校低学年】 

ジャーニー－女の子とまほうのマーカー  

アーロン・ベッカー／作 講談社 エホン  

【幼児～中学生以上】 

１はゴリラ－かずのほん  

アンソニー・ブラウン／作 さくま ゆみこ／訳 

岩波書店 エホン 【幼児～小学校低学年】 

ふかいあな あすなろ書房 エホン 

キャンデス・フレミング／文 エリック・ローマン／絵 

なかがわ ちひろ／訳 【幼児～小学校低学年】 
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とてもじゃんけんのすきな

女の子がいて、なんでもじゃ

んけんで決めるのでみんな困

ってしまいます。ある日ねこが

あらわれ、誮のお父さんとお

母さんなのかを、じゃんけん

で決めると言います。そのじゃ

んけんで女の子は負け、大変なことになります。姉妹本

「なぞなぞのすきな女の子」もあります。 

 

５年生の雄馬は、意地悪三

人組にはめられて、特技発表会

で落語をすることになりました。

近所の若手落語家に弟子入りし

ますが、本番に間に合いそうも

ありません。師匠と仲たがいし

てしまった雄馬は自分なりのオ

チを考えます。落語の豆知識も得られて楽しめます。 

 

明野神社の狛犬に魂を宿した

石工の佐助は、たびたび神社を

訪れる見習い大工の耕平のこと

が気がかりでなりません。耕平

は愛犬がどこかに行ってしまい、

すっかり落胆しているのです。

不思議な狛犬と人々がおりなす、

心のこもったファンタジーです。 

 

 

 

クラスで標語を考えることにな

ったつよしは、けんかしているゆ

りとみことが「仲直りできる標

語」を考えることにしました。そ

こで、家で「仲直りできる標語」

について聞いてみましたが、どう

やら母ちゃんと父ちゃんもけん

か中のようです。教訓的になりがちな標語ですが、お互

いの心を和らげる働きもあるのだと教えてくれます。 

 

実母と継父、妹と暮らす論里
ろん り

。

母の突然の家出は、親子喧嘩でつ

い実父のことを言ったせいなのか

と悩みます。一方母のＨＰを見てキ

ャンドルナイトを思いつき、中学校

で創立記念行事の事実上の実行

委員となります。平凡な中学２年

生が、人と人との繋がりを理解していく姿を描きます。 

 

優等生で野球チームのキャプ

テン、小学５年生のマサは、いま

だにおねしょが治らないのが悩み

の種。６年生の修学旅行を無事

過ごすため、マサはあらゆる努力

をします。小学生にとっては大き

な悩み事に立ち向かう姿をまじめ

に、またユーモアたっぷりに描く少年の成長物語です。 

狛犬の佐助 迷子の巻  

伊藤 遊／作   岡本 順／絵 

ポプラ社Ｆ－イト【小学校高学年～中学生以上】 

夜はライオン 

長薗 安浩／著 偕成社 

Ｆ-ナカ 【小学校高学年～中学生以上】 

紙コップのオリオン  

市川 朔久子／著 講談社  

Ｆ－イチ 【小学校高学年～中学生以上】 

とっておきの標語  

村上 しいこ／作 市居 みか／絵 

ＰＨＰ研究所 ヤサシイ－ムラ【小学校低学年】 

がむしゃら落語  

赤羽 じゅんこ／作      きむら よしお／画 

福音館書店  Ｆ－アカ 【小学校高学年】 

  

じゃんけんのすきな女の子  

松岡 享子／作  大社 玲子／絵  

学研教育出版 ヤサシイ－マツ【小学校低学年】 

日日本本ののももののががたたりり 
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山の上のお城に住む大おとこ

は、ふもとの村人達と友達にな

りたがっていました。ところが、

悪い魔法使いが大おとこの命令

だとうそをつき、村の食料を奪う

ので村人達は怖がって隠れてし

まいます。そんなある日、大おと

こは井戸に落ちた小さな女の子、グエンドリンを助けま

す。挿絵と共に、やさしさのある心温まる物語です。 

 

祖母と南アフリカに住み、動

物に対し力を持つ１１歳の少女

マーティーンは、学校の遠足で

イワシの大群を追って海の生物

が海遊する「サーディン・ラン」

に出かけます。その時、クラス

メイトと遭難してしまいますが、

イルカ達の救助で島にたどり着

きます。海の環境破壊についても考えさせられます。 

 

１９３９年、１４歳のローズは

貧しい家族のために、年齢を偽

って図書館バスのドライバーにな

りました。ローズの子、孫、曾孫

と本との出会いの物語が、７９

歳のローズが叴えた夢へと繋が

っていきます。 

 

 

 

貧しいきこりの家から追い出され

都へとやってきた子猫は、絵描き

をめざす若者テルと出会い、安住

の地を得ます。ところがある日、子

猫は煙突掃除夫のケッチにつかま

ってしまいます。はたして子猫は無

事にテルのもとへと戻れるのでしょうか。クラシカルな

挿絵がどこか懐かしい、上質な雰囲気を感じます。 

 

12 歳のフォスターの夢は、パ

ティシエガールになることです。

母親の元彼から逃れて母娘で新

しい町へやってきました。彼女は

これまで字が読めないことで、

辛い思いをしてきましたが、憧れ

のパティシエのお菓子の本が読

みたいと、勇気をもってレッスンを受ける決意をします。

夢に向い努力し、成長していく姿に好感がもてます。 

 

スコットランドの少年カラムが、

保護鳥ミサゴの「渡り」をパソコ

ンを駆使して見守ります。鳥の発

信器は遠い砂漠ガンビアでついに

途絶えたかに見えますが…。友情

や家族の思い、出会いの奇跡が、

少年の葛藤と共に一羽の鳥を追う中で描かれます。 

ねことテルと王女さま  

クライド・ロバート・ブラ／作 長崎出版 

レナード・ワイスガード／絵 ヤサシイ－フラ 

あんどう のりこ／訳【小学校中学年】 

やさしい大おとこ  

ルイス・スロボドキン／作・絵 こみや ゆう／訳  

徳間書店 ヤサシイ－スロ 【小学校中学年】 

ミサゴのくる谷 

ジル・ルイス／作 さくま ゆみこ／訳 評論社  

Ｎ－ルイ 【小学校高学年～中学生以上】 

ローズの小さな図書館 

キンバリー・ウィリス・ホルト/作 谷口 由美子/訳 

徳間書店 Ｎ－ホル 【中学生以上】 

負けないパティシエガール  

ジョーン・バウアー／著   灰島 かり／訳  

小学館 Ｎ－ハウ【小学校高学年～中学生以上】 

砂の上のイルカ   

ローレン・セントジョン／著 さくま ゆみこ／訳  

あすなろ書房 Ｎ－セン 【小学校高学年～中学生以上】 

外外国国ののももののががたたりり 
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色も形もさまざまなイモ

ムシが勢揃いしました。

「 ど う や っ て生 まれ る

の？」「何を食べて大きく

なるの？」「どんなウンチ

をするの？」「敵が来たときはどうやって身を守るの？」

など、あまり知られていないイモムシの生態について紹

介した写真絵本です。 

 

まず、図書館の本は、どのよ

うに分けてあるか、どんな風に

並べられているかが丁寧に説明

してあります。その後、小学生

の２人が街の図書館で調べ物

をする様子を、３つの具体的な

事例を使って紹介しています。

市立図書館を使った調べ物の

優れた「トリセツ（取り扱い説明書）」になっています。 

 

人類最初の道具である

打製石器から江戸時代の

道具を、美しいカラー写真

とともに紹介する大判の事

典です。大小さまざまな道

具から、その時代を生きて

いた人々の生活の様子を

知ることができます。 

 

 

 

バナナを冷蔵庫にいれて

１週間。黒くなったのはな

ぜ？どんな花からどういう風

に実になるのか、皮をむい

たときのすじや断面の小さ

い黒い点は何なのかなど、

イラストを使いバナナについ

てわかりやすく説明しています。 

 

様々な角度から、本屋さ

んについて知ることができる

シリーズの第１巻。本屋さん

のはじまりから、現代に至る

までの歴史や、世界各国の

本屋さんの様子を写真ととも

に紹介しています。第２巻は

「調べよう！日本の本屋さん」です。 

 

歴史を学ぶことは、物事を客

観的、相対的に見る訓練になり

ます。考古学は、人類の過去の

歴史を明らかにする歴史学の一

分野です。遺跡や遺物という

「もの」から、歴史の事実を見

出す研究方法と日本文化の移

り変わりを解説しています。 

日本の歴史の道具事典  

児玉 祥一／監修 岩崎書店 

210 【小学校高学年～中学生以上】              

はじめての考古学 

菊池 徹夫／著 朝日学生新聞社  

210 【小学校高学年～中学生以上】 

本屋さんのすべてがわかる本 

１；調べよう！世界の本屋さん  

稲葉 茂勝／文 秋田 喜代美／監修 

024 【小学校高学年～中学生以上】  

バナナのはなし 

伊沢 尚子／文  及川 賢治／絵 福音館書店 

チシキエホン-6 【幼児～小学校低学年】 

 

図書館のトリセツ  

福本 友美子・江口 絵理／著 講談社 

010 【小学校高学年～中学生以上】 

 

イモムシ 

新開 孝／写真・文 ポプラ社 

チシキエホン-4 【幼児～小学校低学年】 

                           

知知識識のの本本 
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テレビや新聞、インターネッ

トなどで、様々な情報があふ

れる現代社会。なにげなく接

する記事や見出し、写真など

に込められたメッセージを読

み解くヒントが満載です。真実

を見抜く力を養うことの大切

さがわかります。 

 

江戸時代、人々はどうやって

日常用品を手に入れていたの

でしょうか。この本では小間物

屋や菓子屋、薬種屋など代表

的な７つのお店の中の様子や

取り扱っている品物、商品の作

り方などを詳しく紹介していま

す。また、今では見かけなくなった行商人についての説

明もあります。大きくてカラフルな絵がいっぱいで、タイ

ムスリップしてお買い物を楽しめそうです。 

 

果物は種子の詰まった実。動

けない植物は、実ごと食べても

らってあちこちに種子をばらまい

てもらいたいのです。そんな果

物には自然界の不思議がたくさ

んつまっていて、秘密がかくされ

ています。カラフルなイラストを

ふんだんに使い果物の特徴について解説しています。 

 

毎日新聞社の記事作りの現

場を訪問し、新聞記者の実情

を取材して書かれています。デ

ジタル新聞、小学生への出前

授業、東北大震災のエピソー

ドなど、小学生にも興味のもて

る内容が書かれています。記

事作りの一端がうかがえます。 

 

放射能と放射線の違いを明ら

かにし、主に放射線について説明

しています。エタノールとドライア

イスを用いた「拡散
かくさん

霧箱
きりばこ

」という

装置で、家で放射線が観察でき

る科学実験なども紹介しています。

また、放射線は汚染被害の不安がある一方、マスク、

絆
ばん

創
そう

膏
こう

、医療機器の消每や殺菌にも使われているなど、

多方面から放射線の正しい知識を教えてくれます。   

 

水深２００ｍよりも深い

海は、太陽の光も届かず、

水は冷たく、強烈な水圧

がかかります。そこにすむ

生物はどのように生きてい

るのでしょうか。不思議な

姿かたちの生物と、「しん

かい６５００」などの調査

船についても紹介します。 

食べられたがる果物のヒミツ                    

ゲッチョ先生の果物コレクション 

盛口 満／文・絵 少年写真新聞社 

471 【小学校高学年～中学生以上】 

追跡！なぞの深海生物 

藤原 義弘／写真・文   野見山 ふみこ／文 

あかね書房 481【小学校中学年～中学生以上】 

やさしくわかる放射線 

－実験・観察で放射線を理解しよう！  
山村 紳一郎／著 床次 眞司／監修 429 

誠文堂新光社【小学校中学年～中学生以上】 

毎日新聞社記事づくりの現場 

深光 富士男／文 佼成出版社 

366 【小学校高学年～中学生以上】 

江戸のお店屋さん  

藤川 智子／作 小林 克／〔監修〕 

ほるぷ出版 384 【小学校中学年～高学年】 

池上彰と学ぶメディアのめ 

ＮＨＫ「メディアのめ」制作班／著 池上 彰／著 

ＮＨＫ出版 361 【小学校高学年～中学生以上】  
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日本全国、身近に見られる約

４０種類のクモとその巣が紹介さ

れています。クモによって様々な

巣があり、形も違えばねらう虫の

種類も取り方も違います。見開き

１ページに 1種類のクモの巣をは

っている写真と、その特長や情

報などが紹介されています。 

 

著者は３０年以上にわたり、

クワガタムシを実際に見て、そ

の生態を知るため、アジア各

地やオーストラリア、南アメリ

カへと旅を続けました。撮影さ

れた写真には、大自然の中で

暮らすクワガタムシたちの生き

生きとした姿が切り取られています。 

 

「シリーズ昔の農具」全３

巻の第１巻。くわ、すき、

田打車
たうちぐるま

など昔の農具を紹介し

ています。現在、機械化が進

む稲作や農耕の歴史を知る

上で必要な昔の農具や、その

使用方法を写真で説明してい

ます。第２巻は「かま・千
せん

歯
ば

・

とうみ」、第３巻は「うす・きね・水車」です。 

 

昆虫採集の方法を著者自ら

がモデルとなり、こま割の写

真で丁寧に説明しています。

網をただ振り回しても捕まえる

ことはできないのです。標本

作りも手順の一つ一つが写真

でわかりやすく説明されてい

ます。シリーズに「くらしとかいかた」があります。 

 

身近に落ちている鳥の羽、

いったい何の鳥の羽なのでしょ

う？驚くべきことに、一見同じ

鳥のもののように見える羽にも、

それぞれ違った名称がありま

した。鳥の羽に秘められた驚く

べき「仕組み」と「役割」に

ついて詳しく解説しています。美しいイラストが豊富に掲

載されていて、眺めているだけでも楽しくなる本です。 

 

閉鎖される大阪府貝塚市に

ある小さな屠場
とじょう

「貝塚市立と畜

場」の、最後の仕事の一日を取

材したドキュメンタリーです。こ

こで働く北出さんは、子牛から

育てた肉牛を、その屠場で屠畜
と ち く

後精肉して売る、江戸時代から

７代続く精肉店も営んでいます。牛の解体作業を通し

て、生きるとは命をいただくことだと考えさせられます。 

シリーズ昔の農具 １     

くわ・すき・田打車－たがやす、育てる、草を取る  

こどもくらぶ／編   小川 直之／監修 614 

農山漁村文化協会【小学校低学年～小学校高学年】 

世界 ク ワガ タ ムシ 探 険記                             

－ダーウィン・ビートルを求めて  

山口 進／写真・文 岩崎書店  

486 【小学校中学年～小学校高学年】 

今森光彦の昆虫教室 とりかた・みつけかた                    

－Welcome to the world of insects！  

今森 光彦／作   廣野 健一/絵  童心社 

486 【小学校中学年～中学生以上】 

うちは精肉店  

本橋 成一／写真と文 農山漁村文化協会 

648 【小学校低学年～中学生以上】 

この羽だれの羽？  

おおたぐろ まり／作・絵 偕成社  

488 【小学校高学年～中学生以上】 

クモの巣図鑑 

－巣を見れば、クモの種類がわかる！  

新海 明／著     谷川 明男／写真 偕成社 

485 【小学校高学年～中学生以上】 

 


