
書評雑誌に紹介された子どもの本（2019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

タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

あついあつい 垂石眞子／作 福音館書店 ¥900 棚19-12　〇読20-3・4

おもちさんがね…　（おいしいともだち） とよたかずひこ／作・絵 童心社 ¥850 棚20-4

たいこ （幼児絵本シリーズ） 樋勝朋巳／文・絵 福音館書店 ¥900 こ図20-1

のりまき（幼児絵本シリーズ） 小西英子／作 福音館書店 ¥900 読20-5･6　こ図20-5

幼児向け絵本

タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

あいぼうはどこへ?　ニューヨークのとしょかんにいる2とうのライオンのおはなし スティーヴィ・ルイス／絵　ジョシュ・ファンク／文　金柿秀幸／訳 イマジネイション・プラス ¥1,600 棚20-3　こ164

あまがえるのかくれんぼ かわしまはるこ／絵　たてのひろし／作 世界文化社 ¥1,200 〇棚19-12

あみかけクジラ　(クジラむかしむかし　1)　※再刊 赤羽末吉／絵　川村たかし／文 BL出版 ¥1,600 〇棚19-11　〇読20-3・4　こ162

アレックスとまほうのふね ヘレン・クレイグ／絵　キャサリン・ホラバード／文　こだまともこ／訳 徳間書店 ¥1,500 棚19-11　〇読20-3・4

いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン／作　千葉茂樹／訳 ほるぷ出版 ¥1,600 〇棚20-1

イワシ　むれでいきるさかな 大片忠明／作 福音館書店 ¥900 こ図19-8

うさぎのみみしばり 浜田 広介作，バーサンスレン・ボロルマー絵 鈴木出版 ¥1,400 棚20-3

うみどりの島 あべ弘士／絵寺　沢孝毅／文 偕成社 ¥1,400 棚19-10

えほん東京 小林豊／作・絵 ポプラ社 ¥1,500 棚19-9

えらいこっちゃのいちねんせい ゆーちみえこ／絵　かさいまり／文 アリス館 ¥1,300 〇棚19-8

えんふねにのって　※再刊 ひがしちから／作 BL出版 ¥1,300 ○読19-9･10

おたんじょうびのおくりもの　改訂新版 やまわきゆりこ／絵　むらやまけいこ／作 教育画劇 ¥1,150 こ165

おなかがすいたよジョーンズさん！ リチャード・スキャリー／作　木坂涼／訳 好学社 ¥1,400 ○読19-9･10

子どもの本棚：2020年5月号

子どもと読書：2020年3・4月号
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タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

おまつりをたのしんだおつきさま　メキシコのおはなし
マシュー・ゴラブ／文　レオビヒルド・マルティネス／絵　さくまゆみこ／
訳

のら書店 ¥1,600 〇棚20-7　読20-5･6

おれ、よびだしになる 中川ひろたか／文　石川えりこ／絵 アリス館 ¥1,400 〇棚20-6　読20-5･6　こ図20-5

かべのすきま 澤野秋文／絵　中西翠／文 アリス館 ¥1,400 こ図20-3

かめくんのさんぽ（こどものとも絵本） なかのひろたか／作・絵 福音館書店 ¥900 ○読20-3･4

カルメラのねがい
クリスチャン・ロビンソン／絵　マット・デ・ラ・ペーニャ／作　石津ちひろ
／訳

鈴木出版 ¥1,500 〇棚20-3

ガンピーさんのドライブ　新版 ジョン・バーニンガム／作　みつよしなつや／訳 ほるぷ出版 ¥1,400 こ162

きょうりゅうのおおきさってどれくらい？（かがくのとも絵本） 大島英太郎／作 福音館書店 ¥900 〇読20-3・4*

きんぎょびじゅつかん 松沢陽士／写真　高岡昌江／文 ほるぷ出版 ¥1,500 〇棚20-2

クジラまつり　(クジラむかしむかし　3)　※再刊 赤羽末吉／絵　川村たかし／文 BL出版 ¥1,600 こ162

クマさんのいえへいかなくちゃ! アン・リーズ／作・絵　横山和江／訳 徳間書店 ¥1,600 棚19-7　〇読20-3・4

くもとそらのえほん 五十嵐美和子／作・絵　武田康男／監修 PHP研究所 ¥1,300 〇棚19-10　〇読20-3・4

こくん 村中李衣／作　石川えりこ／絵 童心社 ¥1,300 こ図19-9

このほんよんでくれ！
ミカエル・ドゥリュリュー／絵　ベネディクト・カルボネリ／文　ほむらひろ
し／訳

クレヨンハウス ¥1,600 こ図19-10

コレットのにげたインコ イザベル・アルスノー／作　ふしみみさを／訳 偕成社 ¥1,400 〇棚20-3､5

ジュース　（ひまわりえほんシリーズ） 杉浦範茂／絵　三木卓／作 鈴木出版 ¥1,300 〇棚20-4

スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン／作　石津ちひろ／訳 好学社 ¥1,500 ○読20-1･2

タコやん 南伸坊／絵　富安陽子／文 福音館書店 ¥1,300 〇棚20-2　こ163

ちいさいおうち　改版 バージニア・リー・バートン／文・絵  , 石井桃子／訳 岩波書店 ¥1,700 こ164

チェクポ　おばあちゃんがくれたたいせつなつつみ キム ドンソン／絵　イ チュニ／文 おおたけきよみ／訳 福音館書店 ¥1,500 〇棚20-3　〇読20-1･2

ちび竜 工藤直子／文　あべ弘士／絵 童心社 ¥1,700 〇棚20-6

ドーナツのあなのはなし ヴィンセント・X.キルシュ／絵　パット・ミラー／文　金原瑞人／訳 廣済堂あかつき ¥1,600 こ163

とりになったきょうりゅうのはなし 　改訂版 大島英太郎／作 福音館書店 ¥900 〇棚20-1　〇読20-3・4

ナイチンゲール カンタン・グレバン／絵　アンデルセン作　松井るり子／再話 岩波書店 ¥1,300 〇棚20-1
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タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

ながーい5ふん みじかい5ふん
リズ・ガートン・スキャンロン、オードリー・ヴァーニック／文　オリヴィエ・
タレック／絵　木坂涼／訳

光村教育図書 ¥1,400 こ図20-2

ながーいはなでなにするの？ 齋藤槇／作 福音館書店 ¥900 〇棚19-12

なかよしの水　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　さくまゆみこ／訳 西村書店 ¥1,500 棚20-3　こ164

夏とおとうとと ふくだいわお／作 光村教育図書 ¥1,300 ○読19-11･12

なまえのないねこ 町田尚子／絵　竹下文子／文 小峰書店 ¥1,500 〇棚19-10

ナマコ天国 こしだミカ／絵　本川達雄／作 偕成社 ¥1,600 ○読19-9･10

ねえさんといもうと 酒井駒子／絵・訳　シャーロット・ゾロトウ／文 あすなろ書房 ¥1,300 こ図19-9

人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル・ボンド／文　エミリー・サットン／絵　早川敦子／訳 徳間書店 ¥1,600 ○読20-1･2

ノロウェイの黒牛　イギリス・スコットランドのむかしばなし さとうゆうすけ／絵　なかがわちひろ／文 BL出版 ¥1,600 〇棚20-1　○読19-7･8　こ図19-7

パズルでめぐる海底の旅 アレクサンドラ・アーティーモウスカ／作・絵　清水玲奈／訳 エクスナレッジ ¥1,800 こ164

パンダのパンやさん 岡本よしろう／作・絵 金の星社 ¥1,300 こ図19-8

ピーターラビットのおはなし　新装改装版　全24巻
ビアトリクス・ポター／作・絵　いしいももこ／訳　まさきるりこ／訳　なか
がわりえこ／訳

福音館書店 ¥18,700 こ164

ヒキガエルがいく パク ジォンチェ／作　申明浩､広松由希子／訳 岩波書店 ¥1,800 〇棚19-10　○読19-11･12　こ163

へいわとせんそう Noritake／絵　たにかわ しゅんたろう／文 ブロンズ新社 ¥1,200 こ図20-3

ほうさんちゅう　ちいさなふしぎな生きもののかたち 松岡篤／監修　かんちくたかこ／文 アリス館 ¥1,400 〇棚19-12　こ163

ぽっとんころころどんぐり いわさゆうこ／作 童心社 ¥1,100 棚20-5

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット／作　三辺律子／訳 岩崎書店 ¥1,500 〇棚20-4

ミツバチだいすき　ぼくのおじさんはようほう家 安井寿磨子／絵　藤原由美子／文 福音館書店 ¥1,500 ○読19-9･10

みらいのえんそく ジョン・ヘア／作　椎名かおる／文 あすなろ書房 ¥1,400 〇棚19-12

メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー／文・絵　中井貴惠／訳 いまじねいしょん・ぷらす ¥1,500 〇棚19-10

もりくいクジラ　(クジラむかしむかし　2)　※再刊 赤羽末吉／絵　川村たかし／文 BL出版 ¥1,600 こ162

もりのおうちのきいちごジュース タマラ・リックマン／絵　ハヤ・シェンハヴ／文　樋口範子／訳 徳間書店 ¥1,600 棚19-11

ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ／文　ダニエル・イヌュ／絵　木坂涼／訳 BL出版 ¥1,500 〇棚20-3
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タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

ロージーのひよこはどこ？ パット・ハッチンス／作　こみやゆう／訳 好学社 ¥1,500 ○読19-11･12

ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン／作　こみやゆう／訳 好学社 ¥1,600 こ163

われから　かいそうのもりにすむちいさないきもの 畑中富美子／絵　青木優和／文 仮説社 ¥1,800 〇棚19-10　〇読20-3・4

小学生向け絵本

タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

いまのわたしにできること リサ・パップ／作　菊田まりこ／訳 WAVE出版 ¥1,400 〇棚19-11

イワシ大王のゆめ　韓国のむかしばなし イ・ジョンギュン／絵　チョン・ミジン／再話　おおたけ きよみ／訳 光村教育図書 ¥1,300 棚20-6　こ165

うまれたよ！タコ （よみきかせいきものしゃしんえほん） 櫻井季己／写真・文 岩崎書店 ¥2,200 〇棚20-2

うまれたよ！ナナフシ （よみきかせいきものしゃしんえほん） 安田守／写真・文 岩崎書店 ¥2,200 読19-7･8　こ162

おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール／作　山口文生／訳 評論社 ¥1,600 棚19-10　〇読20-3・4

おじいちゃんがのこしたものは… ジム・フィールド／絵　マイケル・モーパーゴ／文　佐藤見果夢／訳 評論社 ¥1,600 こ図19-12

おにいちゃんとぼく フアン・カミーロ・マヨルガ／絵　ローレンス・シメル／文　宇野和美／訳 光村教育図書 ¥1,200 〇棚19-8　○読19-7･8

お話の種をまいて　プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ
アニカ・アルダムイ・デニス／作　パオラ・エスコバル／絵　星野由美
／訳

汐文社 ¥1,800 〇読20-3・4

介助犬レスキューとジェシカ　人生をかえた友情の物語
ジェシカ・ケンスキー、パトリック・ダウネス／文　スコット・マグーン／絵
よしいかずみ／訳　日本介助犬協会日本語版／監修

BL出版 ¥1,500 〇棚20-2

かえってきた竹間沢車人形　三芳町・伝統芸能をよみがえらせた町(三芳町
“よみ愛・読書”ふるさと絵本　2)

さげさかのりこ／作　代田知子／監修 三芳町役場　一声社(発売) ¥1,500 棚19-6

火山はめざめる はぎわらふぐ／作　早川由紀夫／監修 福音館書店 ¥1,500 〇棚20-1　〇読20-3・4

かわうそモグ 小森香折／文　長谷川義史／絵 BL出版 ¥1,400 棚20-4

キュリオシティ　ぼくは、火星にいる マーカス・モートン／作　松田素子／訳　渡部潤一／日本語版監修 BL出版 ¥2,500 棚20-3　読19-5･6

きんたろう　（日本の伝説） いしいつとむ／絵　堀切リエ／文 子どもの未来社 ¥1,500 棚19-12

草木とみた夢　牧野富太郎ものがたり 大野八生／絵　谷本雄治／文 出版ワークス ¥1,600 〇棚19-8　○読19-5･6

自転車がほしい！ ノア・Z.ジョーンズ／絵　マリベス・ボルツ／文　尾高薫／訳 光村教育図書 ¥1,400 〇棚20-3

しゅつどう!しょうぼうたい 鎌田歩／作・絵 金の星社 ¥1,300 棚19-9

数字はわたしのことば　ぜったいにあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン
バーバラ・マクリントック／絵　シェリル・バードー／文　福本友美子／
訳

ほるぷ出版 ¥1,600 ○読19-5･6
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タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

すてきってなんだろう?
メリッサ・カストリヨン／絵　アントネッラ・カペッティ／文　あべけんじろう
／訳　あべなお／訳

きじとら出版 ¥1,800 棚20-4

ゾウ
ジェニ・デズモンド／作　福本由紀子／訳　長瀬健二郎／日本語版
監修

BL出版 ¥1,700 〇棚20-4

ちいさなタグボードのバラード ヨシフ・ブロツキー／詩　イーゴリ・オレイニコフ／絵　沼野恭子／訳 東京外語大学出版会 ¥1,900 〇棚20-4

月でたんじょうパーティーをひらいたら
ジョイス・ラパン／文　シモーナ・チェッカレッリ／絵　原田勝／訳　縣
秀彦／監修

廣済堂あかつき ¥1,600 〇棚20-4

ドラゴンのお医者さん　ジョーン・プロクター は虫類を愛した女性 パトリシア・バルデス／文　フェリシタ・サラ／絵　服部理佳／訳 岩崎書店 ¥1,600 〇棚20-3

の junaida／著 福音館書店 ¥2,000 棚20-5

ヒロシマ消えたかぞく 鈴木六郎／写真　指田和／著 ポプラ社 ¥1,650 〇棚20-2

フォックスさんのにわ ブライアン・リーズ／作　せなあいこ／やく 評論社 ¥1,400 〇棚20-4　こ図20-4

フシギなさかな　ヒメタツのひみつ 尾崎たまき／写真・文 新日本出版社 ¥1,500 〇棚19-11　読19-9･10　こ163

ポリぶくろ、1まい、すてた エリザベス・ズーノン／絵　ミランダ・ポール／文　藤田千枝／訳 さ・え・ら書房 ¥1,500 〇棚19-9　○読19-7･8

焼けあとのちかい 塚本やすし／絵　半藤一利／文 大月書店 ¥1,500 〇棚20-4

やんばるの少年 たじまゆきひこ／作 童心社 ¥1,600 棚19-11
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