
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：【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

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 アチチの子鬼 岡田淳／作　田中六大／絵 偕成社 ¥1,200 読19-1･2

913 あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉幸子／作　そがまい／絵 小学館 ¥1,200 読18-5･6

913 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠るい／作　永田萠／絵 講談社 ¥1,200 〇読19-3･4

913 エレベーターのふしぎなボタン 加藤直子／作　杉田比呂美／絵 ポプラ社 ¥1,000 読19-3･4

913 王さまのスプーンになったおたまじゃくし さくら文葉／作　佐竹美保／絵 PHP研究所 ¥1,100 読18-5･6

913 おかわりへの道 山本悦子／作　下平けーすけ／絵 PHP研究所 ¥1,100 〇読18-7･8

913 きっちり・しとーるさん おのりえん／作・絵 こぐま社 ¥1,200 〇棚19-4　読19-1･2

913 きらわれもののこがらしぼうや 仁科幸子／作・絵 PHP研究所 ¥1,100 読18-5･6

913 ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部夏丸／作　高畠那生／絵 講談社 ¥1,200 〇棚18-12　読18-9･10

913 こだぬきコロッケ ななもりさちこ／作　こばようこ／絵 こぐま社 ¥1,200 〇棚19-1　〇読19-3･4

913 しらとりくんはてんこうせい 枡野浩一／文　目黒雅也／絵 あかね書房 ¥1,300 〇読19-3･4

913 千びきおおかみ　日本のこわい話 筒井悦子／再話 こぐま社 ¥1,200 〇棚18-9　〇読19-3･4

子どもの本棚 ： 2019年5月号

子どもと読書 ： 2019年3・4月号
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 ソラタとヒナタ　ともだちのつくり方 かんのゆうこ／作　くまあやこ／絵 講談社 ¥1,300 読18-7･8

913 そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん 東直子／作　及川賢治／絵 福音館書店 ¥1,500 読19-1･2

913 たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月かずさ／作　石井聖岳／絵 講談社 ¥1,200 〇読19-3･4

913 二年二組のたからばこ 山本悦子／作　佐藤真紀子／絵 童心社 ¥1,000 〇棚19-5

913 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤ノリコ／著 白泉社 ¥1,100 読18-9･10

913 のんちゃんとモンシロチョウ 西村友里／作　はせがわかこ／絵 PHP研究所 ¥1,100 〇読19-3･4

913 花見べんとう 二宮由紀子／作　あおきひろえ／絵 文研出版 ¥1,200 〇読19-3･4

913 はらぺこペンギンのぼうけん
吉野万理子／作　松成真理子／絵　今
泉忠明／監修

講談社 ¥1,200 読19-5･6

913 パンダにんじゃ　どっくがわまいぞう金のなぞ 藤田遼／作　SANA／絵 PHP研究所 ¥1,100 読18-11･12

913 ひきがえるにげんまん 最上一平／作　武田美穂／絵 ポプラ社 ¥1,000 〇棚19-2　〇読19-3･4

913 ふたりはとっても本がすき！ 如月かずさ／作　いちかわなつこ／絵 小峰書店 ¥1,100 〇棚19-2　読18-11･12

913
へんなともだちマンホーくん　ようかいオッシーを
やっつけろ！

村上しいこ／作　たかいよしかず／絵 講談社 ¥1,250 読18-11･12

913 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうまこうへい／作　石川えりこ／絵 佼成出版社 ¥1,200 〇読19-3･4

913 ぼくはなんでもできるもん いとうみく／作 ポプラ社 ¥1,000 〇棚18-10　〇読19-3･4

913 まいごのビーチサンダル 村椿菜文／作　チャンキー松本／絵 あかね書房 ¥1,300 棚19-4

913 まえばちゃん かわしまえつこ／作　いとうみき／絵 童心社 ¥1,000 読19-3･4
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 メガネくんとハダシくん 二見正直／作 偕成社 ¥1,100 〇読19-3･4

913 ももとこもも 宮崎祥子／作　細井五月／絵 岩崎書店 ¥1,100 〇読19-3･4

913 ヨッちゃんのよわむし 那須正幹／作　石川えりこ／絵 ポプラ社 ¥1,000 〇棚19-2

913 四人のヤッコ 西内ミナミ／作　はたこうしろう／絵 鈴木出版 ¥1,200 読18-9･10

日本の文学（小学校中学年）

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 学校へ行こう　ちゃんとりん いとうひろし／作 理論社 ¥1,000 読19-3･4

913 かみさまにあいたい 当原珠樹／作　酒井以／絵 ポプラ社 ¥1,200 棚18-11

913 消えた時間割 西村友里／作　大庭賢哉／絵 学研プラス ¥1,300 読18-9･10

913 グドーさんのおさんぽびより たかどのほうこ／著　佐々木マキ／絵 福音館書店 ¥1,800 〇読18-7･8

913 ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川宣子／作　さとうあや／絵 講談社 ¥1,400 〇棚19-4　〇読19-1･2

913 さくらのカルテ 中澤晶子／作　ささめやゆき／絵 汐文社 ¥1,400 棚18-12

913 ナナフシさん 藤田千津／作　夏目尚吾／絵 文研出版 ¥1,200 棚19-3

913 菜の子ちゃんとキツネ力士 富安陽子／作　蒲原元／画 福音館書店 ¥1,400 読18-9･10

913 俳句ガール 堀直子／作　高橋由季／絵 小峰書店 ¥1,300 読19-5･6
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 秘密基地のつくりかた教えます 那須正幹／作　黒須高嶺／絵 ポプラ社 ¥1,300 〇読18-11･12　こ図18-10

913
ホオズキくんのオバケ事件簿　１　オバケが見え
る転校生！

富安陽子／作　小松良佳／絵 ポプラ社 ¥1,000 〇読19-1･2

913 マオのうれしい日 あんずゆき／作　ミヤハラヨウコ／絵 佼成出版社 ¥1,300 棚19-4

913 魔女のレッスンはじめます 長井るり子／作　こがしわかおり／絵 出版ワークス ¥1,400 〇読18-11･12

913 マネキンさんがきた 村中李衣／作　武田美穂／絵 BL出版 ¥1,300 〇棚19-5　こ図18-8

913 ルソンバンの大奇術 牡丹靖佳／著 福音館書店 ¥1,500 〇棚18-9

913 わんこのハッピーごはん研究会！ 堀直子／作　木村いこ／絵 あかね書房 ¥1,200 棚19-4

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 川のむこうの図書館 池田ゆみる／作　羽尻利門／絵 さ・え・ら書房 ¥1,300 棚18-11

913 昨日のぼくのパーツ 吉野万理子／著 講談社 ¥1,400 〇棚19-8

913 クローンドッグ 今西乃子／作 金の星社 ¥1,300 棚19-6

913 さよ　十二歳の刺客 森川成美／作　槇えびし／画 くもん出版 ¥1,400
〇棚19-7　〇読19-3･4　こ図
19-4

913 ジグソーステーション 中澤晶子／作　ささめやゆき／絵 汐文社 ¥1,500 棚19-8

913 しだれ桜のゴロスケ 熊谷千世子／作 文研出版 ¥1,300 〇棚18-9
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 スケッチブック　供養絵をめぐる物語 ちばるりこ／作　シライシユウコ／絵 学研プラス ¥1,400 棚19-6

913 凸凹あいうえおの手紙 別司芳子／著　ながおかえつこ／絵 くもん出版 ¥1,400 読19-1･2

913 天からの神火 久保田香里／作　小林葉子／絵 文研出版 ¥1,400 〇棚19-5

913 となりの火星人 工藤純子／著 講談社 ¥1,400 〇棚18-8　〇読18-7･8

913
七転びダッシュ！　１　約束　（講談社青い鳥文
庫）

村上しい子／作　木乃ひのき／絵 講談社 ¥650 読18-9･10

913 波うちぎわのシアン 斉藤倫／著 偕成社 ¥1,800 棚18-9

913 兄ちゃんは戦国武将！ 佐々木ひとみ／作　浮雲宇一／画 くもん出版 ¥1,300 〇棚19-5　〇読18-11･12

913 ビター・ステップ 高田由紀子／著　おとないちあき／絵 ポプラ社 ¥1,300 こ図19-1

913 ビワイチ！　自転車で琵琶湖一周 横山充男／作　よこやまようへい／絵 文研出版 ¥1,300 〇棚18-10　〇読18-9･10

913 ぼくのわがまま宣言！ 今井恭子／著 PHP研究所 ¥1,200 棚19-4

913 ぼくはここにいる さなともこ／作 講談社 ¥1,200 棚18-10

913 ぼくらの一歩 いとうみく／著　イシヤマアズサ／絵 アリス館 ¥1,400 〇棚19-4　〇読19-1･2

913 ぼくらの山の学校 八束澄子／著 PHP研究所 ¥1,400 〇棚18-9　〇読18-5･6

913 星空の人形芝居 熊谷千世子／著 国土社 ¥1,300 棚19-7　読19-5･6

913
マーゴットのお城　ある著名な建築家の最初の
仕事のおはなし

桜咲ゆかこ／作　黒田征太郎／絵 今人舎 ¥1,200 棚18-11

913 右手にミミズク 蓼内明子／作　ｎakaban／絵 フレーベル館 ¥1,400 〇棚19-5　こ図19-2
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

913 めざせ、和牛日本一！ 堀米薫／著 くもん出版 ¥1,400 こ図19-3

913 メロンに付いていた手紙 本田有明／文　宮尾和孝／絵 河出書房新社 ¥1,300 読18-11･12

913 ゆかいな床井くん 戸森しるこ／著 講談社 ¥1,300 棚19-7

913 ユンボのいる朝 麦野圭／作　大野八生／絵 文渓堂 ¥1,300 〇棚19-5

913 流星と稲妻 落合由佳／著 講談社 ¥1,400 棚19-4

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

933 おっとあぶない マンロー・リーフ／作　わたなべしげお／訳 復刊ドットコム ¥1,850 こ160

933 おひとよしのりゅう
ケネス=グレーアム／作　石井桃子／訳
寺島竜一／画

学研プラス ¥1,200 こ157

933 クリスマスの女の子　（四つの人形のお話 ３）
ルーマー・ゴッデン／作　久慈美貴／訳
たかおゆうこ／絵

徳間書店 ¥1,400 〇棚19-5､9　こ160

933 けんこうだいいち
マンロー・リーフ／さく　わたなべしげお／や
く

復刊ドットコム ¥1,800 こ159

933 コクルおばあさんとねこ
フィリパ・ピアス／作　アントニー・メイトランド
／絵　前田三恵子／訳

徳間書店 ¥1,300 〇棚19-4　読18-7･8　こ159

933 パイパーさんのバス
エリナー・クライマー／作　クルト・ヴィーゼ
／絵　小宮由／訳

徳間書店 ¥1,400
〇棚18-12　〇読18-7･8　こ
158

933 ふたごのカウボーイ
フローレンス・スロボドキン／文　ルイス・ス
ロボドキン／絵　小宮由／訳

瑞雲舎 ¥1,300
〇棚18-12　〇読19-3･4　こ
159
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

933 ホイホイとフムフム　たいへんなさんぽ
マージョリー・ワインマン・シャーマット／文
バーバラ・クーニー／絵　福本友美子／
訳

ほるぷ出版 ¥1,400 〇読19-3･4

933
ポケットのなかのジェーン（四つの人形のお話
１）

ルーマー・ゴッデン／作　プルーデンス・ソ
ワード／さし絵　久慈美貴／訳　たかおゆう
こ／装画

徳間書店 ¥1,400 こ158

933
ゆうえんちのわたあめちゃん （四つの人形のお
話２）

ルーマー・ゴッデン／作　プルーデンス・ソ
ワード／絵　久慈美貴／訳

徳間書店 ¥1,400 こ159

973
カテリネッラとおにのフライパン　イタリアのおいし
い話

剣持弘子／訳・再話　剣持晶子／絵 こぐま社 ¥1,200 〇読19-3･4

989 クリスマスのあかり　チェコのイブのできごと
レンカ・ロジノフスカー／作　出久根育／絵
木村有子／訳

福音館書店 ¥1,600 〇棚19-4　〇読19-1･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 子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピータース／文　エリー・スノードン
／絵　もりうちすみこ／訳

さ・え・ら書房 ¥1,400 〇棚18-8　〇読18-5･6

933 弱小FCのきせき  幽霊王とキツネの大作戦
マイケル・モーパーゴ／著　マイケル・フォ
アマン／絵　佐藤見果夢／訳

評論社 ¥1,400 〇棚18-10

933
ハートウッドホテル　１ 　ねずみのモナと秘密のド
ア

ケイリー・ジョージ／作　久保陽子／訳　高
橋和枝／絵

童心社 ¥1,300 〇読19-3･4

933 バイバイわたしのおうち
ジャクリーン・ウィルソン／作　ニック・シャ
ラット／絵　小竹由美子／訳

童話館出版 ¥1,500 〇棚18-9　こ157

933 パディントン、映画に出る
マイケル・ボンド／作　ペギー・フォートナ
ム、R.W.アリー／絵　三辺律子／訳

WAVE出版 ¥1,400 〇読18-9･10

933 リスの森　ひっこし大作戦
リン・レイ・パーキンス／作・絵　斎藤倫子
／訳

偕成社 ¥1,600 〇棚19-5

943 熊とにんげん　［復刊］
ライナー・チムニク／作・絵　上田真而子
／訳

徳間書店 ¥1,400 棚18-8､10　こ157
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

949 チャルーネ
ホーコン・ウーヴレオース／作　オイヴィン・
トールシェーテル／絵　菱木晃子／訳

ゴブリン書房 ¥1,400 棚19-3

949 長くつ下のピッピ　（リンドグレーン・コレクション）
アストリッド・リンドグレーン／作　イングリッ
ド・ヴァン・ニイマン／絵　菱木晃子／訳

岩波書店 ¥1,650 〇棚19-4　〇読18-11･12

949 長くつ下のピッピの本　決定版
アストリッド・リンドグレーン／作　イングリッ
ド・ヴァン・ニイマン／絵　石井登志子／訳

徳間書店 ¥3,200 〇読19-3･4　こ161

949
母が作ってくれたすごろく　ジャワ島日本軍抑留
所での子ども時代

アネ=ルト・ウェルトハイム／文　長山さき／
訳

徳間書店 ¥1,600 〇棚19-1　こ図18-9

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

931 クマのプーさんとぼく
A.A.ミルン／著　E.H.シェパード／絵　小田
島雄志、小田島若子／訳

河出書房新社 ¥1,700 読19-3･4

933 明日のランチはきみと
サラ・ウィークス／作　ギーター・ヴァラダ
ラージャン／作　久保陽子／訳

フレーベル館 ¥1,400 〇棚19-5　〇読19-3･4

933 あたしが乗った列車は進む
ポール・モーシャー／作　代田亜香子／
訳

鈴木出版 ¥1,500 〇棚19-1

933 アリーテ姫の冒険
ダイアナ・コールス／著　ロス・アスクィス／
絵　グループ ウィメンズ・プレイス／訳　横
浜市男女共同参画推進協会／監訳

大月書店 ¥1,500 〇読19-3･4

933 ガーティのミッション世界一 ケイト・ビーズリー／作　井上里／訳 岩波書店 ¥1,700 読18-7･8

933 風がはこんだ物語
ジル・ルイス／文　ジョー・ウィーヴァー／
絵　さくまゆみこ／訳

あすなろ書房 ¥1,400 〇棚19-4　〇読19-3･4

933
サイド・トラック　走るのニガテなぼくのランニング
日記

ダイアナ・ハーモン・アシャー／作　武富博
子／訳

評論社 ¥1,600
〇棚19-5　〇読19-3･4　こ
160

933 シロクマが空からやってきた！
マリア・ファラー／作　ダニエル・リエリー／
絵　杉本詠美／訳

あかね書房 ¥1,300 読19-5･6
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

933
ステラ・モンゴメリーの冒険　1 　海辺の町の怪
事件

ジュディス・ロッセル／作　日当陽子／訳 評論社 ¥1,800 棚19-9

933 その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス／著　橋本恵／訳 あすなろ書房 ¥1,400
〇棚19-4　〇読19-3･4　こ
161

933 ソロモンの白いキツネ ジャッキー・モリス／著　千葉茂樹／訳 あすなろ書房 ¥1,200 〇棚19-4

933 星を見あげたふたりの夏
シンシア・ロード／著　吉井知代子／訳
丹地陽子／絵

あかね書房 ¥1,400
棚19-4　〇読19-1･2　こ図
18-11

933 マンザナの風にのせて
ロイス・セパバーン／作　若林千鶴／訳
ひだかのり子／絵

文研出版 ¥1,500 〇棚18-12､19-2

933 野生のロボット
ピーター・ブラウン／作・絵　前沢明枝／
訳

福音館書店 ¥1,900 〇棚19-5､6　〇読19-3･4

949 青い月の石　（岩波少年文庫） トンケ・ドラフト／作　西村由美／訳 岩波書店 ¥760 〇読18-7･8

949 たかが犬、なんて言わないで
リブ・フローデ／作　木村由利子／訳　柴
田文香／絵

文研出版 ¥1,400 〇棚19-2　〇読19-3･4

989 魔女のむすこたち　（岩波少年文庫）
カレル・ポラーチェク／作　小野田澄子／
訳

岩波書店 ¥720 こ160

本体価格は2019年8月現在
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