書評雑誌に紹介された子どもの本（2017年１月〜12月発行）のリスト：【文学】
棚＝「子どもの本棚」 読＝「子どもと読書」 こ＝「こどもとしょかん」 こ図＝こどもの図書館、〇＝各書評誌のこの1年

子どもの本棚 ： 2018年5月号
子どもと読書 ： 2018年3・4月号
こどもの図書館 ： 2018年3月号

日本の文学（小学校低学年）
ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

913 いたずらこやぎと春まつり

出久根育／絵 松居スーザン／作

佼成出版社

¥1,200 棚2017-10

913 えっちゃんええやん

北川チハル／作

文研出版

¥1,200 〇棚 〇こ図2018-3

913 おさるのよる

いとうひろし／作・絵

講談社

¥1,000 〇読2018-3･4

913 おねえちゃんって、いっつもがまん！？

いとうみく／作 つじむらあゆこ／絵

岩崎書店

¥1,000 〇読2018-3･4

913 おばけのたんけん

吉田純子／作 つじむらあゆこ／絵

あかね書房

¥1,000 〇読2018-3･4

913 カラスだんなのはりがねごてん

井上よう子／作 くすはら順子／絵

文研出版

¥1,200 〇こ図2018-3

913 キダマッチ先生！ １ 先生かんじゃにのまれる

今井恭子／文 岡本順／絵

BL出版

¥1,300

913 きみ、なにがすき？

はせがわさとみ／作

あかね書房

¥1,200 〇棚2018-5

913 きょうはやきにく

いとうみく／作 小泉るみ子／絵

講談社

¥1,200 読2017-5・6

913 きらきらシャワー

西村友里／作 岡田千晶／絵

PHP研究所

¥1,100

913 きんたろうちゃん

斉藤洋／作 森田みちよ／絵

講談社

¥1,200 〇読2018-3･4

913 サイアク！

花田鳩子／作 藤原ヒロコ／絵

PHP研究所

¥1,100 〇こ図2018-3
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〇棚2018-2 〇読2017-11・
12

〇棚2017-12 読2017-9・
10

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

913 さてさて、きょうのおはなしは…

瀬田貞二／再話・訳

福音館書店

¥1,100 こ153

913 サンタちゃん

ひこ・田中／作 こはらかずの／絵

講談社

¥1,300 読2018-1・2

913 小学生まじょとおしゃべりなランドセル

中島和子／作 秋里信子／絵

金の星社

¥1,200 〇読2018-3･4

913 すきなじかんきらいなじかん

宮下すずか／作 市居みか／絵

くもん出版

¥1,000 〇こ図2018-3

913 だんまりうさぎときいろいかさ

安房直子／作 ひがしちから／絵

偕成社

¥1,400 棚2017-11

913 ちゃめひめさまとペピーノおうじ

たかどのほうこ／作 佐竹美保／絵

あかね書房

¥1,100 〇読2018-3･4

913 てんこうせいはワニだった！

おのりえん／作・絵

こぐま社

¥1,200

913 とうふやのかんこちゃん

吉田道子／文 小林系／絵

福音館書店

913 ともだちのときちゃん

岩瀬成子／作 植田真／絵

フレーベル館

¥1,100 こ図2018-4

913 にげたエビフライ

村上しいこ／作 さとうめぐみ／絵

講談社

¥1,200 〇読2018-3･4

913 ヘッチャラくんがやってきた！

さえぐさひろこ／作 わたなべみちお／絵

新日本出版社

¥1,300 〇読2018-3･4

913 ぼく、ちきゅうかんさつたい

松本聰美／作 ひがしちから／絵

出版ワークス

¥1,400 〇棚2017-11

913 まほうのゆうびんポスト

やまだともこ／作 いとうみき／絵

金の星社

¥1,200 〇棚2018-3

913 モン太くん空をとぶ

土屋富士夫／作・絵

徳間書店

¥1,200 〇読2018-3･4

913 妖怪いじわるシャンプー

土屋富士夫／作・絵

PHP研究所

¥1,100 読2017-5・6

913 りりちゃんのふしぎな虫めがね

最上一平／作 青山友美／絵

新日本出版社

¥1,300 読2017-9・10
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〇棚2018-7 〇読2018-3･4
〇こ図2018-3
〇棚2018-6 読2018-1・2
¥1,300
〇こ図2018-3

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評
読2017-11・12 〇こ図
2018-3

913 わすれんぼっち

橋口さゆ希／作 つじむらあゆこ／絵

PHP研究所

¥1,100

913 ん ひらがな大へんしん！

まつもとさとみ／作 すがわらけいこ／絵

汐文社

¥1,200 〇読2018-3・4

日本の文学（小学校中学年）
ＮＤＣ
分類

書名

913 絵物語古事記

著者名

出版社

本体価格

書評

富安陽子／文 三浦佑之／監修

偕成社

¥1,600 〇読2018-3・4

おおやなぎちか／作

くもん出版

¥1,000 棚2018-6

913 キキとジジ 魔女の宅急便特別編 その2

角野栄子／作 佐竹美保／画

福音館書店

¥1,200 〇棚2017-12

913 キワさんのたまご

宇佐美牧子／作 藤原ヒロコ／絵

ポプラ社

¥1,200 〇読2018-1・2

913 くじらじゃくし

安田夏菜／作 中西らつ子／絵

講談社

¥1,300 〇こ図2018-3

913 靴屋のタスケさん

角野栄子／作 森環／絵

偕成社

¥1,200

913 クリスマスがちかづくと

斉藤倫／作 くりはらたかし／画

福音館書店

¥1,300 〇棚2018-4

913 しりとりボクシング

新井けいこ／作 はせがわはっち／絵

小峰書店

¥1,300 棚2018-8 〇こ図2018-3

913 空をけっとばせ

升井純子／作 大島妙子／絵

講談社

¥1,200 読2017-9・10

913 つくえの下のとおい国

石井睦美／著 にしざかひろみ／絵

講談社

¥1,400 〇読2018-3･4

913 時知らずの庭

小森香折／作 植田真／絵

BL出版

¥1,400

913 オオカミのお札 ３

美咲が感じた光

【文学】3 / 9

〇棚2018-1 〇読2017-11・
12

〇読2017-9・10 〇こ図
2018-3

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

913 図書館につづく道

草谷桂子／著

子どもの未来社

¥1,400 〇読2018-3･4

913 拝啓、お母さん

佐和みずえ／作 かんべあやこ／絵

フレーベル館

¥1,300

913 春くんのいる家

岩瀬成子／作 坪谷令子／絵

文溪堂

913 ひいな

いとうみく／作

小学館

¥1,400 読2017-7･8

913 風船爆弾

福島のりよ／作

冨山房インターナ
ショナル

¥1,600

913 星モグラサンジの伝説 新装版

岡田淳／作

理論社

¥1,300 棚2018-1

913 水の森の秘密 こそあどの森の物語 １２

岡田淳／作

理論社

¥1,700 〇棚2017-9 〇読2017-7・8

913 妖怪一家のハロウィン

富安陽子／作 山村浩二／絵

理論社

¥1,300 〇読2018-1・2

913 落語少年サダキチ に

田中啓文／作 朝倉世界一／画

福音館書店

¥1,500 〇棚2018ｰ7

913 レイナが島にやってきた！

長崎夏海／作 いちかわなつこ／絵

理論社

¥1,400 〇棚2018-5

〇読2017-11・12 こ図
2017-10
〇棚2018-2 〇読2017-9・
¥1,300
10

〇棚2017-10 〇読2018-3･
4

日本の文学（小学校高学年）
ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

913 青いスタートライン

高田由紀子／作

ポプラ社

¥1,300 〇棚2018-2

913 青空トランペット

吉野万理子／作 宮尾和孝／絵

学研プラス

¥1,400 読2018-1・2

913 あぐり☆サイエンスクラブ：春

堀米薫／作 黒須高嶺／絵

新日本出版社

¥1,400 ○棚2017-12
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ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評
〇読2018-3･4 〇こ図
2018-3

913 あした飛ぶ

束田澄江／作 しんやゆう子／絵

学研プラス

¥1,400

913 うっかりの玉

大久保雨咲／作 陣崎草子／絵

講談社

¥1,300 〇こ図2018-3

913 お母さんの生まれた国

茂木ちあき／作

新日本出版社

¥1,500 〇棚2018-6

913 おれたちのトウモロコシ

矢嶋加代子／作 岡本順／絵

文研出版

¥1,300

913 河童のユウタの冒険 上下巻

斎藤惇夫／作 金井田英津子／画

福音館書店

913 香菜とななつの秘密

福田隆浩／著

講談社

¥1,300 〇読2017-9・10

913 唐木田さんち物語

いとうみく／作 平澤朋子／画

毎日新聞出版

¥1,400 〇こ図2018-3

913 こんぴら狗

今井恭子／作

くもん出版

¥1,500

913 ソーリ！

濱野 京子／作 おとないちあき／画

くもん出版

¥1,300 棚2018-7

913 とうちゃんとユーレイババちゃん

藤澤ともち／作 佐藤真紀子／絵

講談社

¥1,400 〇こ図2018-3

913 遠い国から来た少年 １

黒野伸一／作 荒木慎司／絵

新日本出版社

¥1,400 〇棚2017-11

913 夏空に、かんたーた

和泉智／作

ポプラ社

¥1,300 〇棚2018-2

913 化けて貸します！ レンタルショップ八文字屋

泉田もと／作

岩崎書店

¥1,300 読2017-11・12

913 はっけよい！雷電

吉橋道夫／著

講談社

¥1,400 〇読2017-7・8

913 花あかりともして

服部千春／作 紅木春／絵

出版ワークス

¥1,400 〇棚2017-12 読2018-1･2

913 ビブリオバトルへ、ようこそ！

濱野京子／作

あかね書房

¥1,300 棚2018-4
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〇棚2018-1 こ155 〇子図
2018-3

各\2,500 〇棚2017-11 こ図2017-9

棚2018-8 読2018-5･6 こ
158

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評
棚2018-2 〇読2017-11・
12

913 奮闘するたすく

まはら三桃／著

講談社

¥1,400

913 まっすぐな地平線

森嶋いずみ／著

偕成社

¥1,200 〇こ図2018-3

913 魔法学校へようこそ

さとうまきこ／作

偕成社

¥1,400 〇棚2018-6

外国の文学（小学校低学年）
ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評
棚2017-12 〇読2017-7・8
こ155

923 月からきたトウヤーヤ

蕭 甘牛／作 君島久子／訳

岩波書店

933 アルバートさんと赤ちゃんアザラシ

ジュディス・カー／作・絵 三原泉／訳

徳間書店

¥1,400 〇棚2017-11 こ図2017-8

933 おしろのばん人とガレスピー

ベンジャミン・エルキン／文 ジェームズ・
ドーハーティ／絵 小宮由／訳

大日本図書

¥1,400 〇こ図2018-3

933 口ひげが世界をすくう？！

ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー／作 若
松宣子／訳

岩波書店

¥1,500 こ157 〇こ図2018-3

933 サンタクロースのはるやすみ

ロジャー・デュボアザン／文・絵 小宮由／
大日本図書
訳

¥1,400 〇読2018-3･4

933 たんけんクラブ シークレット・スリー

ミルドレッド・マイリック／文 アーノルド・ロー
大日本図書
ベル／絵 小宮由／訳

¥1,400

933 小さな赤いめんどり

アリソン・アトリー／作 神宮輝夫／訳 小
こぐま社
池 アミイゴ／絵

¥1,200 〇棚2017-9 こ154

933 図書館にいたユニコーン

マイケル・モーパーゴ／作 ゲーリー・ブラ
徳間書店
イズ／絵 おびかゆうこ／訳

¥1,300 〇読2018-3･4

933 とびきりすてきなクリスマス（岩波少年文庫）

リー・キングマン／作 山内玲子／訳

岩波書店

933 バクのバンバン、船にのる

ポリー・フェイバー／作 クララ・ヴリアミー
／絵 松波佐知子／訳

徳間書店
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¥640

〇読2018-3・4 〇こ図
2018-3

¥640 〇読2018-3･4 こ154
¥1,400

〇棚2017-12 〇読2018-3･
4

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

933 ビーおばさんとおでかけ

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 野口絵
美／訳 佐竹美保／絵

徳間書店

¥1,700 読2018-1・2

933 マウスさん一家とライオン

ジェームズ・ドーハティ／作 安藤紀子／
訳

ロクリン社

¥1,500 こ図2017-7

933 メリーメリーおとまりにでかける

ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 小宮由／
岩波書店
訳

¥1,300

933 メリーメリーへんしんする

ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 小宮由／
岩波書店
訳

¥1,300 こ156

949 犬とおばあさんのちえくらべ

アニー・M.G.シュミット／作 西村由美／訳
徳間書店
たちもとみちこ／絵

¥1,400

989 ありづかのフェルダ

オンドジェイ・セコラ／作・絵 関沢明子／
福音館書店
訳

¥1,600 〇読2017-7・8

989 こいぬとこねこのおかしな話（岩波少年文庫）

ヨゼフ・チャペック／作 木村有子／訳

岩波書店

993 プーカの谷 アイルランドのこわい話

渡辺洋子／編・訳

こぐま社

〇棚2018-1 〇読2017-7・8
こ154

読2017-7・8 こ154 こ図
2017-7

¥640 〇読2017-9・10
¥1,200 〇読2018-1・2

外国の文学（小学校中学年）
ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

933 おひとよしのりゅう

寺島竜一／画 ケネス・グレーアム／作
石井桃子／訳

教文館

¥1,200 こ157

933 最後のオオカミ

マイケル・モーパーゴ／作

文研出版

¥1,200 〇棚2018-7

933 宿題ロボット、ひろったんですけど

トーマス・クリストス／作 もりうちすみこ／
訳

あかね書房

¥1,300 〇こ図2018-3

933 ジュビリー

パトリシア・ライリー・ギフ／作 もりうちすみ
さ・え・ら書房
こ／訳

¥1,500

933 ノラのボクが、家ネコになるまで

ヤスミン・スロヴェック／作 横山和江／訳 文研出版

¥1,200 〇こ図2018-3
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〇棚2018-6 〇読2018-3･4
こ156 〇こ図2018-3

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

933 ふたりのスケーター

ノエル・ストレトフィールド／著 中村妙子／
教文館
訳

¥1,200 読2018-5･6 〇こ図2018-3

933 ぼくとベルさん 友だちは発明王

フィリップ・ロイ／著 櫛田理絵／訳

¥1,400

933 ライオンつかいのフレディ

アレグザンダー・マコール・スミス／作 もり
文研出版
うちすみこ／訳 かじりみな子／絵

943 グリムのむかしばなし １・２

グリム／著 ワンダ・ガアグ／編・絵 松岡
のら書店
享子／訳

943

魔法の学校 エンデのメルヒェン集（岩波少年文
ミヒャエル・エンデ／作 池内紀[他]／訳
庫）

PHP研究所

岩波書店

〇棚2017-8 〇読2017-7・8
こ図2017-7

¥1,200 読2018-5･6
各\1,600

〇棚2017-12 〇読201711・12 こ155、156

¥760 〇読2017-5･6

外国の文学（小学校高学年）
ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

933 木の中の魚

リンダ・マラリー・ハント／著

講談社

¥1,400 読2018-5･6 こ157

933 シロクマが家にやってきた！

マリア・ファラー／作 杉本詠美／訳

あかね書房

¥1,300 〇棚2018-8

933 タイガー・ボーイ

ミタリ・パーキンス／作 永瀬比奈／訳

鈴木出版

¥1,500

933 小さいママと無人島

キャロル・ライリー・ブリンク／作 谷口由美
文渓堂
子／訳

¥1,600 こ155 〇こ図2018-3

933 テディが宝石を見つけるまで

パトリシア・マクラクラン著，こだま ともこ訳

あすなろ書房

¥1,200 〇棚2018-5

933 ペーパー・プレーン

スティーブ・ワーランド／作 井上里／訳

小峰書店

¥1,400 読2018-5･6

933 ぼくたち負け組クラブ

アンドリュー・クレメンツ／著 田中奈津子
／訳

講談社

¥1,400 こ157 〇こ図2018-3

933 魔法の箱 トモダチがくれた宝物

ポール・グリフィン／作 池内恵／訳

WAVE出版

¥1,500 棚2017-9
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〇棚2018-1 〇読2017-11・
12 こ155

ＮＤＣ
分類

書名

著者名

出版社

本体価格

書評

933 緑の霧

キャサリン・ヴァン・クリーヴ／作 三辺律
子／訳

933 メキシコへ わたしをさがして

パム・ムニョス・ライアン／作 神戸万知／
偕成社
訳

¥1,500

933 レイミー・ナイチンゲール

ケイト・ディカミロ／作 長友恵子／訳

岩波書店

¥1,600 こ155

963 太陽と月の大地

コンチャ・ロペス＝ナルバエス／著 宇野
和美／訳

福音館書店

¥1,600

973 あたしのクオレ 上･下 （岩波少年文庫）

ビアンカ・ピッツォルノ／作 関口英子／訳 岩波書店

ほるぷ出版

¥1,700 〇棚2017-9
〇棚2017-11 〇読2017-9・
10

〇棚2017-10 〇読2017-9・
10 〇こ図2018-3

上 \720
〇棚2017-9 こ154
下 \760
本体価格は2018年7月現在
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