
書評雑誌に紹介された子どもの本（2018年１月～12月発行）のリスト：【絵本】

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

赤ちゃん向け絵本

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

スプーンちゃん 小西英子／作 福音館書店 ¥800 〇読19-3･4

タイヤタイヤだれのタイヤ そく ちょるうぉん／作 アリス館 ¥950 〇棚19-4

ねーずみねーずみどーこいきゃ? 降矢なな／絵　こがようこ／構成・文 童心社 ¥950 棚19-4

ぴちぱちさくさく 若菜ひとし、若菜きよこ／作 ひさかたチャイルド ¥1,000 〇棚19-4

幼児向け絵本

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

あいさつできるよ リチャード・スキャリー／作　木坂涼／訳 好学社 ¥1,400 読19-3･4

あのくもなあに 山村浩二／絵　富安陽子／文 福音館書店 ¥900 〇棚18-12　読18-9･10

あめだま ペク・ヒナ／作　長谷川義史／訳 ブロンズ新社 ¥1,500 〇棚19-3､8

うーこのてがみ　水曜日郵便局 池田アミイゴ／文・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,300 こ図19-3

うちゅうはきみのすぐそばに みねおみつ／絵　いわやけいすけ／文 福音館書店 ¥1,400 〇棚18-9

子どもの本棚 ： 2019年5月号

子どもと読書 ： 2019年3・4月号

【絵本】 1／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

うどんやのたあちゃん 鍋田敬子／作 福音館書店 ¥900 こ159

王さまになった羊飼い　チベットの昔話 イ ヨンギョン／絵　松瀬七織／再話 福音館書店 ¥1,600 棚18-10　読18-7･8　こ158

おおかみのおなかのなかで
ジョン・クラッセン／絵　マック・バーネット／文　なかが
わちひろ／訳

徳間書店 ¥1,700 棚19-6

オーロラの国の子どもたち
イングリ・ドーレア、エドガー・パーリン・ドーレア／作　か
みじょうゆみこ／訳

福音館書店 ¥1,500 棚19-6

おばあちゃんとおんなじ なかざわくみこ／作 偕成社 ¥1,300 こ158

おやすみなさいトマトちゃん
クリスティーナ・ペティ／絵　エリーザ・マッツォーリ／
文　ほしあや／訳

きじとら出版（広島） ¥1,400 〇棚19-3

かえるくんのおさんぽ きもとももこ／作 福音館書店 ¥900 〇読19-3･4

かんけり 石川えりこ／作 アリス館 ¥1,500 こ図19-1

がんばれ！あかいしゃしょうしゃ
ティボル・ゲルゲイ／絵　マリアン・ポター／作　こみや
ゆう／訳

PHP研究所 ¥1,300 〇読19-3･4

キツネのはじめてのふゆ
リチャード・ジョーンズ／絵　マリオン・デーン・バウアー
／作　横山和江／訳

鈴木出版 ¥1,500 〇棚19-4

巨人の花よめ 平澤朋子／絵　菱木晃子／文 BL出版 ¥1,600 〇棚18-6　こ157

きりみ 長嶋祐成／絵・文 河出書房新社 ¥1,350 〇読19-3･4

金の鳥　ブルガリアのむかしばなし さかたきよこ／絵　八百板洋子／文 BL出版 ¥1,600 読19-5･6

クリスマスのおかいもの
ルー・ピーコック／文　ヘレン・スティーヴンズえ，こみ
や ゆうやく

ほるぷ出版 ¥1,500 読19-3･4

クレーンからおりなさい！！
アリス・ホッホスタット／絵　ティベ・フェルトカンプ／作
のざかえつこ／訳

フレーベル館 ¥1,400 〇読19-3･4

黄金りゅうと天女 赤羽末吉／絵　代田昇／文 BL出版 ¥1,400 〇棚18-10

【絵本】 2／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

このねこ、うちのねこ！ ヴァージニア・カール／作・絵　こだま ともこ／訳 徳間書店 ¥1,500 こ159　こ図18-8

ごろべえもののけのくにへいく おおともやすお／作・絵 童心社 ¥1,300 棚19-8

さつまいもおくさん もとしたいづみ／作　市居みか／絵 小学館 ¥1,450 読19-3･4

ザトウクジラ
レナード・ワイスガード／え　ヨハンナ・ジョンストン／さく
こみやゆう／やく

好学社 ¥1,600 〇棚19-4

さとやまさん 今森光彦／写真　工藤直子／文 アリス館 ¥1,500 〇棚18-12　こ図18-7

七人のシメオン　ロシアのむかしばなし 大畑いくの／絵　田中友子／文 BL出版 ¥1,600 〇棚19-5

じてんしゃのれるかな 平田利之／作 あかね書房 ¥1,200 読18-5･6

シロクマのしゅくだい ティラ・ヒーダー／作　石津ちひろ／訳 絵本塾出版 ¥1,500 こ図19-2

すずちゃんののうみそ 三木葉苗／絵　竹山美奈子／文　宇野洋太／監修 岩崎書店 ¥1,600 読18-5･6

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作　千葉茂樹／訳 あすなろ書房 ¥1,400
〇棚19-3　読19-1･2　こ図
18-12

すなのたね シビル・ドラクロワ／作　石津ちひろ／訳 講談社 ¥1,500 〇棚19-5

スムート　かたやぶりなかげのおはなし
シドニー・スミス／絵　ミシェル・クエヴァス／文　いわ
じょうよしひと／訳

BL出版 ¥1,700 〇棚19-2

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ／著 白泉社 ¥1,300 〇読19-3･4

だいじょうぶじゃない 狩野富貴子／絵　松田もとこ／作 ポプラ社 ¥1,400 読19-5･6　こ図19-3

たこ かこさとし／文・絵 福音館書店 ¥900 〇棚19-8

たなばたのねがいごと えがしらみちこ／絵　村中李衣／作 世界文化社 ¥1,100 〇読19-3･4

【絵本】 3／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

チトくんとにぎやかないちば
アンジェラ・ブルックスバンク／絵　アティヌーケ／文
さくまゆみこ／訳

徳間書店 ¥1,600 〇棚19-6　こ図18-6

つちをほらなくなったスチームショベル
ロジャー・デュボアザン／絵　ジョージ・ウォルターズ／
文　こみやゆう／訳

好学社 ¥1,500 読19-5･6

テルミのめいろ　（てんじつきさわるえほん） 田中喜代司／著 小学館 ¥2,000 こ160

てんぐ 加藤休ミ／絵 　杉山亮／作 ポプラ社 ¥1,200 こ160

でんしゃにのるよひとりでのるよ 宮澤ナツ／絵　村せひでのぶ／作 交通新聞社 ¥1,300 〇棚19-4

でんとうがつくまで 加古里子／文・絵 福音館書店 ¥900 〇読19-3･4

どしゃぶり はたこうしろう／絵　おーなり由子／文 講談社 ¥1,400 読18-11･12

とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハーネット／作　松川真弓／訳 評論社 ¥1,400 読18-9･10

どんどんばしわたれ ましませつこ／絵　こばやしえみこ／案 こぐま社 ¥900 〇読19-3･4

なんげえはなしっこしかへがな 太田大八／絵　北彰介／文 BL出版 ¥1,500 こ160

にちようびのぼうけん！ はたこうしろう／作 ほるぷ出版 ¥1,300 〇読19-3･4

ねこです 北村裕花／作 講談社 ¥1,350 読19-1･2

ねこのオーランドー キャスリーン・ヘイル／作・画　脇明子／訳 福音館書店 ¥1,900 こ159

ねるじかん 鈴木のりたけ／作・絵 アリス館 ¥1,500 こ図18-11

パウルのスケッチブック みやざきひろかず／作 BL出版 ¥1,300 こ図19-5

パズルでめぐる世界の旅
アレクサンドラ・アーティーモウスカ／作・絵　森ゆみ／
訳

エクスナレッジ ¥1,800 こ158

【絵本】 4／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

はたらくくるま バイロン・バートン／作　あかぎかずまさ／訳 ポプラ社 ¥1,400 こ157

ヒョウのハチ 松成真理子／絵　門田隆将／文 小学館 ¥1,300 棚19-2

ふねのとしょかん いしいつとむ／作 文研出版 ¥1,300 こ図18-10

フランクリンの空とぶ本やさん
ケイティ・ハーネット／絵　ジェン・キャンベル／文　横
山和江／訳

BL出版 ¥1,600 〇棚18-10

ペロのおしごと 樋勝朋巳／作 小学館 ¥1,400 〇読19-3･4

ぼく、おたまじゃくし？ 田島征三／作・絵 佼成出版社 ¥1,300 〇読19-3･4

ぼくらはいけのカエル　はじめてのいきもの まつおかたつひで／作 ほるぷ出版 ¥1,250 〇棚19-4

まめつぶこぞうパトゥフェ　スペイン・カタルーニャ
のむかしばなし

ささめやゆき／絵　宇野和美／文 BL出版 ¥1,600 〇棚19-4　〇読19-3･4

まゆとかっぱ 降矢なな／絵　富安陽子／文 福音館書店 ¥900 〇読19-3･4

マングローブの木の下で 横塚眞己人／写真・文 小学館 ¥1,300 こ159

みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ／作　伊藤亜紗／相談 アリス館 ¥1,400 棚19-2　読18-11･12

みずとはなんじゃ 鈴木まもる／絵　かこさとし／作 小峰書店 ¥1,500 〇棚19-6

密林一きれいなひょうの話 和田誠／絵　工藤直子／おはなし 瑞雲舎 ¥1,400 棚18-10　読18-7･8

めんたべよう！ 小西英子／作 福音館書店 ¥1,500 〇読19-3･4

もうちょっともうちょっと きむらゆういち／文　高畠純／絵 福音館書店 ¥1,200 〇読19-3･4

もしも… 太田大八／画　神沢利子／文 復刊ドットコム ¥1,800 読19-1･2

【絵本】 5／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

やましたくんはしゃべらない 中田いくみ／絵　山下賢二／作 岩崎書店 ¥1,600 棚19-6

ワイズ・ブラウンの詩の絵本　新装版
レナード・ワイスガード／絵　マーガレット・ワイズ・ブラウ
ン／詩　木坂涼／訳

フレーベル館 ¥1,400 棚19-4

わたしのおふねマギーＢ アイリーン・ハース／作・絵　うちだりさこ／訳 福音館書店 ¥1,300 こ159

わたしもいれて 加古里子／文・絵 福音館書店 ¥900 〇読19-3･4

小学生向け絵本

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

アザハタ王と海底城 高久至／写真　かんちくたかこ／文 アリス館 ¥1,400 〇棚19-2

あのとき、そこにきみがいた。 やじまますみ／作・絵 ポプラ社 ¥1,400 〇棚19-1

アヤンダ　おおきくなりたくなかったおんなのこ
ベルトラン・デュボワ／絵　ヴェロニク・タジョ／文　村田
はるせ／訳

風濤社 ¥1,500 棚18-12

イオマンテ　めぐるいのちの贈り物 小林敏也／画　寮美千子／文 ロクリン社 ¥2,000 棚18-10

石たちの声がきこえる
ニザール・アリー・バドル／絵　マーグリート・ルアーズ
／作　前田君江／訳　ファラーフ・ラヒーム／アラビア
語訳

新日本出版社 ¥1,500 〇棚19-4　〇読19-3･4

いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル／作　安藤紀子／訳 ロクリン社 ¥1,600 読18-9･10

いまからともだち たるいしまこ／絵　くすのきしげのり／作 東洋館出版社 ¥1,300 〇読19-3･4

ウルスリのすず
アロイス・カリジェ／絵　ゼリーナ・ヘンツ／文　大塚勇
三／訳

岩波書店 ¥2,000 こ160

オレゴンの旅 ルイ・ジョス／絵　ラスカル／文　山田兼士／訳 らんか社 ¥1,500 棚19-9

【絵本】 6／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

キース・ヘリング　ぼくのアートはとまらない！
ロバート・ニューベッカー／絵　ケイ・A.ヘリング／文
梁瀬薫／訳　中村キース・ヘリング美術館／監修協
力

評論社 ¥1,600 〇棚19-2

きりんきりん（詩の絵本） 高畠純／絵　武鹿悦子／詩 リーブル ¥1,200 棚19-3

クマと少年 あべ弘士／作 ブロンズ新社 ¥1,500 棚18-11　読18-12

くらやみのゾウ　ペルシャのふるい詩から
ユージン・イェルチン／絵　ルーミー／原作　ミナ・ジャ
バアービン／再話　山口文生／訳

評論社 ¥1,400 こ158

こちらムシムシ新聞社　カタツムリはどこにいる? 三輪一雄／作・絵 偕成社 ¥1,500 〇棚19-7

この計画はひみつです
ジャネット・ウィンター／絵　ジョナ・ウィンター／文　さく
まゆみこ／訳

鈴木出版 ¥1,500
〇棚19-1　〇読19-3･4　こ図
18-9

サメだいすきすいぞくかん　ぼくのすいぞくかん
ともながたろ／絵　仲谷一宏／監修　なかのひろみ／
文

アリス館 ¥1,400 〇棚19-3

しばはま　柳家小三治・落語「芝浜」より 野村たかあき／文・絵　柳家小三治／監修 教育画劇 ¥1,300 読18-7･8

出発　から草もようが行く 小泉るみ子／作・絵 新日本出版社 ¥1,500 〇棚19-4

シルクロードのあかい空 イザベル・シムレール／文・絵　石津ちひろ／訳 岩波書店 ¥1,800 棚19-1

巣箱のなかで 鈴木まもる／作・絵 あかね書房 ¥1,300 棚19-1　〇読19-3･4

せかいでさいしょのポテトチップス
フェリシタ・サラ／絵　アン・ルノー／文　千葉茂樹／
訳

ＢＬ出版 ¥1,500 こ159

ソフィーのくだものばたけ ゲルダ・ミューラー／作　ふしみみさを／訳 ＢＬ出版 ¥1,700 こ159

徂徠どうふ ささめやゆき／絵　宝井琴調／文 福音館書店 ¥1,100 こ161

大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ
男女差別とたたかう最高裁判事

ステイシー・イナースト／絵　ジョナ・ウィンター／著
渋谷弘子／訳

汐文社 ¥1,800 〇棚18-11

ダム　この美しいすべてのものたちへ
レーヴィ・ピンフォールド／絵　デイヴィッド・アーモンド
／文　久山太市／訳

評論社 ¥1,500 棚19-5

【絵本】 7／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

動物たちは、冒険家！　地球を旅する生きもの
の不思議

フリオ・アントニオ・ブラスコ／絵　キム・トマス／文　宇
野和美／訳

河出書房新社 ¥1,800 棚18-11

難民になったねこクンクーシュ
ベディ・グオ／絵　マイン・ヴェンチューラ／文　ヤズミ
ン・サイキア／監修　中井はるの／訳

かもがわ出版 ¥1,700 〇棚19-4

母ぐま子ぐま 村上康成／絵　椋鳩十／作 理論社 ¥1,500 〇読19-3･4

はらぺこゾウのうんち 藤原幸一／写真・文 偕成社 ¥1,600 〇棚19-8

ふくろうのオカリナ 竹上妙／絵　蜂飼耳／文 理論社 ¥1,500 棚18-12

ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ／絵・文　中川 亜紀子／訳 サウザンブックス社 ¥2,300 〇棚19-6

ぼく、アーサー 堀川理万子／絵　井上こみち／文 アリス館 ¥1,400 〇棚19-4

ぼくのなまえはへいたろう 殿内真帆／絵　灰島かり／文 福音館書店 ¥1,200 〇棚19-1

ぼくはアイスクリーム博士 ピーター・シス／作　たなかあきこ／訳 西村書店 ¥1,500 〇棚19-1

炎をきりさく風になって  ボストンマラソンをはじめ
て走った女性ランナー

スザンナ・チャップマン／絵　フランシス・ポレッティ、ク
リスティーナ・イー／作　渋谷弘子／訳

汐文社 ¥1,800 〇棚18-11

ぼんやきゅう 長谷川義史／絵　指田和／文 ポプラ社 ¥1,300 〇棚19-3

ムカッやきもちやいた 小泉るみ子／絵　かさいまり／作 くもん出版 ¥1,400 棚19-7

ムラサキダコ　海からあらわれるマントの怪人 中村宏治／写真・文　奥谷喬司／監修 フレーベル館 ¥1,400 棚19-1

もぐらはすごい アヤ井アキコ／著　川田伸一郎／監修 アリス館 ¥1,500 〇棚18-11　こ159

もしぼくが本だったら
アンドレ・レトリア／絵　ジョゼ・ジョルジェ・レトリア／文
宇野和美／訳

KTC中央出版 ¥1,800 〇棚18-9

ゆうなとスティービー 丸山ゆき／絵　堀米薫／作 ポプラ社 ¥1,400 〇棚19-4

【絵本】 8／9



書名 著者名 出版社 本体価格 書評

わたしたちだけのときは
ジュリー・フレット／絵　デイヴィッド・アレキサンダー・ロ
バートソン／文　横山和江／訳

岩波書店 ¥1,400 〇棚19-4

私はどこで生きていけばいいの？　世界に生きる
子どもたち

ローズマリー・マカーニー／文　西田佳子／訳 西村書店 ¥1,500 〇棚19-1

【絵本】 9／9


