
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：【知識】

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

総記

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

0１7 大好き！おじさん文庫 深山さくら／著 文研出版 ¥1,200 〇棚19-4

心理学・哲学・宗教

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

167 モスクへおいでよ 瀧井宏臣／著 小峰書店 ¥1,500 〇棚19-5　こ161

歴史・伝記・地理

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

210
日本の戦争と動物たち　２　戦争に利用された
動物たち

東海林次男／著 汐文社 ¥2,600 〇棚18-10

219
シリーズ戦争 語りつごう沖縄　１ 　沖縄県の自
然と文化

安斎育郎／文・監修 日本出版社 ¥2,500 読19-7･8

280
非暴力の人物伝　１　マハトマ・ガンディー／阿
波根昌鴻

たからしげる、堀切リエ／著 大月書店 ¥1,800 〇棚19-3

280
非暴力の人物伝　２　チャップリン／パブロ・ピカ
ソ～表現の自由をまもった人びと～

山口理／著 大月書店 ¥1,800 読19-1･2

291
もうひとつの屋久島から　世界遺産の森が伝え
たいこと

武田剛／著 フレーベル館 ¥1,500 〇棚18-10

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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社会・政治・福祉・教育・習慣

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

302
Q&Aで知る中東・イスラーム　１　なにがおきて
る?

宮田律／監修 偕成社 ¥2,800 〇棚19-6

302
イスラームってなに?　シリーズ３ 　イスラームと
せかい

長沢栄治／監修 かもがわ出版 ¥2,500 こ158

302
イスラームってなに?　シリーズ４ 　イスラームの
いま

長沢栄治／監修 かもがわ出版 ¥2,500 こ158

317 救助犬エリーの物語
W.ブルース・キャメロン／作　西本かおる
／訳

小峰書店 ¥1,400 棚18-10

319
ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった
人・長岡省吾

佐藤真澄／著 汐文社 ¥1,500 〇棚19-2　こ160

367
持続可能な地球のために-いま、世界の子ども
たちは　第１巻　安心してくらしたい

茂木ちあき／著 　新日本出版社 ¥2,500 棚19-3

369 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田直巳／写真・文 農山漁村文化協会 ¥2,000 〇棚18-11　〇読19-3･4

369 こどものための防災教室　災害食がわかる本 今泉マユ子／著 理論社 ¥3,800 こ160

376 ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ／文 市原淳／絵 大日本図書 ¥1,400 棚19-5　こ図19-1

378
マルコとパパ　ダウン症のあるむすことぼくのス
ケッチブック

グスティ／作・絵　宇野和美／訳 偕成社 ¥2,800 〇棚18-9

382 アイヌ　もっと知りたい！くらしや歴史
北原モコットゥナシ、蓑島栄紀／監修
岩崎書店編集部／企画・編集

岩崎書店 ¥3,600 〇棚19-5

383 ハチごはん　季節のごちそう 横塚眞己人／写真と文 ほるぷ出版 ¥1,500 こ160　こ図19-2

386 はじめての行事えほん
長久保浩子／文　小川直之／監修　竹
永絵里／絵

パイインターナショナ
ル

¥1,800 こ158

386 ぼくらの天神まつり　（たくさんのふしぎ傑作集） 田沼武能／文・写真 福音館書店 ¥1,300 こ159
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自然科学

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

407
科学のタネを育てよう　物語でわかる理科の自
由研究　２　色が変わる蒸しパンのふしぎ

少年写真新聞社 ¥2,400 〇読19-3･4

440
星空を届けたい　出張プラネタリウム、はじめまし
た！

高橋真理子／文　早川世詩男／絵 ほるぷ出版 ¥1,400
棚19-3　〇読18-11･12　こ
159　こ図18-12

445 火星を知る！　（調べる学習百科） 三品隆司／構成・文　吉川真／監修 岩崎書店 ¥3,600 こ162

450 なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田明代／文・構成　山口耕生／監修 講談社 ¥1,600 〇読18-9･10

454
どうくつをたんけんする　（たくさんのふしぎ傑作
集）

堀内誠一／作 福音館書店 ¥1,300 こ158

457 羽毛恐竜　恐竜から鳥への進化 大島英太郎／作　真鍋真／監修 福音館書店 ¥1,500
〇棚18-10　〇読19-3･4　こ
158

457
日本の恐竜大研究！　(楽しい調べ学習シリー
ズ)

冨田幸光／監修 PHP研究所 ¥3,000 こ162

458 石はなにからできている? 西村寿雄／文　武田晋一／写真 岩崎書店 ¥1,600 〇棚19-5､8

462 やんばるの森　世界が注目する南の島 湊和雄／写真・文 少年写真新聞社 ¥1,500 〇棚19-4　読19-3･4

468
ため池の外来生物がわかる本　池の水をぬい
た！

加藤英明／文　越井隆／イラストレー
ション

徳間書店 ¥1,400 〇棚19-4　読19-1･2

471 木の実のたんけん　（ぼくの自然観察記） おくやまひさし／作 少年写真新聞社 ¥1,800 〇棚19-4　〇読19-1･2

473
もりのほうせきねんきん　（ふしぎいっぱい写真絵
本）

新井文彦／写真・文 ポプラ社 ¥1,500 〇棚18-12

474 きのこレストラン　（ふしぎいっぱい写真絵本） 新開孝／写真・文 ポプラ社 ¥1,500 〇棚19-4　こ160

480
得意はジェット噴射！オニヤンマ　（生きものたち
のサバイバルストーリー　１）

溝渕優／原作 星の環会 ¥1,600 〇棚19-1

481
バイオロギングで新発見！　動物たちの謎を追
え

中野富美子／構成・文　佐藤克文／監
修

あかね書房 ¥1,500 〇棚19-5　〇読18-11･12
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

481
小林先生に学ぶ動物行動学　攻撃するシマリ
ス、子育てするタヌキ

小林朋道／著 少年写真新聞社 ¥1,600 〇棚19-4

485 ここにも！そこにも！ダニ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 ¥1,500
〇棚19-5　〇読19-3･4　こ
161

486 サナギのひみつ 三輪一雄／著　大谷剛／監修 ポプラ社 ¥1,500 〇棚19-1､3　〇読19-3･4

486 昆虫の体重測定　（たくさんのふしぎ傑作集） 吉谷昭憲／文・絵 福音館書店 ¥1,300 〇棚19-1

486 虫のしわざ探偵団 新開孝／写真・文 少年写真新聞社 ¥1,500 〇棚18-12　読18-9･10

486 学校プールのヤゴのなぞ 星輝行／写真・文 少年写真新聞社 ¥1,500 〇読19-3･4

486
イモムシとケムシ　チョウ・ガの幼虫図鑑　（小学
館の図鑑ＮＥＯ　２３）

鈴木知之（ほか）／執筆・写真・幼虫飼
育　広渡俊哉、矢後勝也／監修　杉本
美華／監修協力

小学館 ¥2,000 こ159

488 ライチョウを絶滅から救え 国松俊英／著 小峰書店 ¥1,500 こ図19-4

488 カラスのジョーシキってなんだ？ 柴田佳秀／文　マツダユカ／絵 子どもの未来社 ¥1,400 〇棚18-8　こ図18-6

489 奄美の空にコウモリとんだ 奄美の生きもの調査 木元侑菜／文　松橋利光／写真 アリス館 ¥1,400 〇棚19-4

489 キタリス・ウーと森のお医者さん 竹田津実／文・写真　瀬川尚志／絵 PHP研究所 ¥1,400 〇棚19-8　こ161

489 クルミの森のニホンリス ゆうきえつこ／文　福田幸広／写真 小学館 ¥1,500 こ159　こ図18-10

491
健康のすすめ！カラダ研究所　１　うんことカラ
ダ

石倉ヒロユキ／作 偕成社 ¥2,400 〇棚18-10

491 健康のすすめ！カラダ研究所　３　睡眠とカラダ 石倉ヒロユキ／作 偕成社 ¥2,400 〇読19-3･4
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技術・工学

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

501
ユニバーサルデザインUDがほんとうにわかる本
２ 　まち・施設のユニバーサルデザイン

小石新八／監修　こどもくらぶ／編 六耀社 ¥2,800 〇棚18-9

519 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀／著 旬報社 ¥1,400
〇棚19-7　〇読19-5･6　こ
161

536 車いすの図鑑 高橋儀平／監修 金の星社 ¥3,900 〇棚19-5

588
ふしぎなカビ オリゼー　千年の物語，和食をささ
える微生物

竹内早希子／著 岩崎書店 ¥1,300 〇棚19-6　読19-3･4

589
デニムさん　気仙沼・オイカワデニムが作る復興
のジーンズ

今関信子／文　羽尻利門／本文挿絵 佼成出版社 ¥1,500 〇棚19-3

産業

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

617
コーヒー豆を追いかけて　地球が抱える問題が
熱帯林で見えてくる

原田一宏／著 くもん出版 ¥1,400 〇読19-3･4

619 なっとう菌　（菌の絵本） 木村啓太郎／監修　高部晴市／絵 農山漁村文化協会 ¥2,500 読18-7･8

626 大根はエライ（たくさんのふしぎ傑作集） 久住昌之／文・絵 福音館書店 ¥1,300 棚18-8

626 野菜を守れ！テントウムシ大作戦 谷本雄治／著 汐文社 ¥1,500 こ161

641
しあわせの牛乳　牛もしあわせ！おれもしあわ
せ！

佐藤慧／著　安田菜津紀／写真 ポプラ社 ¥1,200
〇棚18-10　〇読18-7･8　こ
158

645 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合光昭／文・写真 文渓堂 ¥1,800 〇棚19-8

【知識】 5/7



ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

653 五感で調べる木の葉っぱずかん 林将之／著 ほるぷ出版 ¥3,800 こ158

672 昭和のお店屋さん 藤川智子／作 ほるぷ出版 ¥1,600 こ161

680 キリンの運びかた、教えます　電車と病院も！？ 岩貞るみこ／文　たら子／絵 講談社 ¥1,300 読18-11･12

686
おおさかの電車大百科　関西圏を走るカラフル
な電車たち

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 ¥1,200 こ161

芸術・工作・スポーツ・ゲーム

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

726 おとうさんとぼく　新版　（岩波少年文庫） e.o.プラウエン／作 岩波書店 ¥760 棚19-3　こ159

726 手塚治虫からの伝言（メッセージ） 命 手塚治虫／著　中野晴行／監修 童心社 ¥1,980 棚18-10

746 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地国夫／写真 小学館 ¥1,300 〇読18-7･8

748 まなぶ 長倉洋海／著 アリス館 ¥1,400 〇棚19-1

753
花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めも
の

春田香歩／著 偕成社 ¥3,200 〇棚19-7

754
距離型キッズおり紙ヒコーキ　遠くまで飛ぶ２0機
やさしいビギナー機から世界一飛ぶヒコーキまで

戸田拓夫／著 いかだ社 ¥1,400 こ160

754
滞空型キッズおり紙ヒコーキ　長くよく飛ぶ２0機
やさしいビギナー機から世界一飛ぶヒコーキまで

戸田拓夫／著 いかだ社 ¥1,400 こ159

780
嘉納治五郎　日本のオリンピックの父　（オリン
ピック・パラリンピックにつくした人びと）

佐野慎輔／文　しちみ楼／絵 小峰書店 ¥1,400 〇棚19-6
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ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

782 伝説のオリンピックランナー“いだてん”金栗四三 近藤隆夫／著 汐文社 ¥1,500 棚19-4

782
みんなちがって、それでいい　パラ陸上から私が
教わったこと

宮崎恵理／著　重本沙絵／監修 ポプラ社 ¥1,300 〇棚19-6

785 もっともっと、速くなれる　パラ水泳山田拓朗 沢田俊子／文 新日本出版社 ¥1,600 棚18-11

788 ビジュアル大相撲図鑑　決定版 服部祐兒／監修 汐文社 ¥5,000 こ158

言語

ＮＤＣ
分類

書名 著者名 出版社 本体価格 書評

810
ひとめでわかる！教室で使うみんなのことば
季節と学校の行事

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ157

810
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　第
２期１ あいさつやこまったとき

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ161

810
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　第
２期２　学校の一日

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ161

810
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　第
２期３　国語・社会・体育・音楽・図工

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ161

810
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　第
２期４　算数・理科・家庭科・道徳ほか

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ161

810
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　第
２期5　季節と学校の行事

柳下則久、森博昭／総監修 文研出版 ¥2,800 こ161

814
「感じ」が伝わるふしぎな言葉　擬音語・擬態
語ってなんだろう

佐藤有紀／著 少年写真新聞社 ¥1,600 こ162

本体価格は2019年8月現在
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