
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：【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～中学年）

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

913 アサギマダラの手紙 横田明子／作　井川ゆり子／絵 国土社 ¥1,300 〇読20-3・4

913 あらいぐまのせんたくもの 大久保雨咲／作　相野谷由起／絵 童心社 ¥1,100 〇読20-3・4

913 ウサギのトリン　きゅうしょく、おかわりできるかな 高畠じゅん子／作　小林ゆき子／絵 小峰書店 ¥1,100 読20-5･6

913 おうちずきん こがしわかおり／作 文研出版 ¥1,200 読19-11･12

913 おおあたり! もとしたいづみ／作　山西ゲンイチ／絵 小峰書店 ¥1,100 読19-7･8

913 おばけのアッチ スパゲッティノックダウン！ 角野栄子／作 ポプラ社 ¥900 こ図20-3

913 火星のカレー　宇宙人たちのひみつ 斉藤洋／作　高畠純／絵 講談社 ¥1,300 読19-9･10

913 がっこうかっぱのおひっこし 山本悦子／作　市居みか／絵 童心社 ¥1,200 〇棚20-4　読20-5･6

913 きみひろくん いとうみく／作　中田いくみ／絵 くもん出版 ¥1,100 〇読20-3・4

913 しぶがきほしがきあまいかき 石川えりこ／作・絵 福音館書店 ¥1,100 読20-1･2

913 しまうまのたんけん トビイ ルツ／作・絵 PHP研究所 ¥1,200 読19-9･10

913 しゅくだいかけっこ 福田岩緒／作・絵 PHP研究所 ¥1,200 〇棚20-1　〇読20-3・4

913 しんぶんのタバー 萩原弓佳／作　小池壮太／絵 PHP研究所 ¥1,200 読19-5･6

913 すみれちゃん、おはよう！ ばんひろこ／作　丸山ゆき／絵 新日本出版社 ¥1,300 〇棚20-2

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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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

913 セミクジラのぬけがら　ミッチの道ばたコレクション 如月かずさ／作　コマツシンヤ／絵 偕成社 ¥1,200 〇棚20-1　〇読20-3・4

913 タコのターくんうみをでる 内田麟太郎／作　井上コトリ／絵 童心社 ¥1,000 〇読20-3・4

913 タヌキのきょうしつ 山下明生／作　長谷川義史／絵 あかね書房 ¥1,100 読19-11･12

913 ちいさなハンター チーター 佐藤まどか／著 講談社 ¥1,200 〇棚20-3　〇読20-3・4

913 となりはリュウくん 松井ラフ／作　佐藤真紀子／絵 PHP研究所 ¥1,200 〇棚20-2　読19-11･12

913 野うさぎレストランへようこそ 小手鞠るい／作　土田義晴／絵 金の星社 ¥1,200 〇読20-3・4

913 ハンカチともだち なかがわちひろ／作 アリス館 ¥1,400 〇読20-3・4

913 ふしぎないどうどうぶつえん くさのたき／作　つぼいじゅり／絵 金の星社 ¥1,200 〇読20-3・4

913 ふでばこから空 北川チハル／作　よしざわけいこ／絵 文研出版 ¥1,200 読19-9･10

913 フルーツふれんずスイカちゃん 村上しいこ／作　角裕美／絵 あかね書房 ¥1,200 〇読20-3・4

913 へんてこテーマソング 最上一平／作　有田奈央／絵 新日本出版社 ¥1,300 〇読20-3・4

913 みけねえちゃんにいうてみな モフモフさいこう! 村上しいこ／作、くまくら珠美／絵 理論社 ¥1,200 〇棚20-4　読20-5･6

913 もりのともだち、ひみつのともだち 原京子／作　高橋和枝／絵 ポプラ社 ¥1,100 〇読20-3・4

913 もりのゆうびんポスト 原京子／作　高橋和枝／絵 ポプラ社 ¥1,100 〇棚19-11

913 やぎこ先生いちねんせい ななもりさちこ／文　大島妙子／絵 福音館書店 ¥1,700 〇読20-3・4

913 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平／作　有田奈央／絵 新日本出版社 ¥1,300 読20-1･2
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日本の文学（小学校中学年～高学年）

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

913 あした、また学校で 工藤 純子／著 講談社 1400 棚20-5

913 アドリブ　ad lib. 佐藤まどか／著 あすなろ書房 ¥1,400 〇棚20-5　〇読20-3・4　こ図20-2

913 あの子の秘密 村上雅郁／作　カシワイ／絵 フレーベル館 ¥1,400 棚20-4

913 あの日、ぼくは龍を見た ながすみつき／作　こより／絵 PHP研究所 ¥1,200 棚19-8　読19-7･8

913 あららのはたけ 村中李衣／作　石川えりこ／絵 偕成社 ¥1,400 〇棚19-12　〇読20-3・4　こ図19-10

913 いつか、太陽の船 村中李衣／作　こしだミカ／絵 新日本出版社 ¥1,500 読19-7･8　こ図19-7

913 いのちのカプセルにのって 岡田なおこ／著　サカイノビー／絵 汐文社 ¥1,600 読20-5･6

913 うそつきタケちゃん 白矢三恵／作　たかおかゆみこ／絵 文研出版 ¥1,300 読19-11･12

913 思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃／著　まめふく／装画 アリス館 ¥1,400 〇棚20-1　〇読20-3・4

913 きつねの時間 蓼内明子／作　大野八生／絵 フレーベル館 ¥1,400 〇棚20-6　読20-1･2

913 きつねの橋 久保田香里／作　佐竹美保／絵 偕成社 ¥1,400 棚20-4

913 大渋滞 いとうみく／作　いつか／絵 PHP研究所 ¥1,400 〇読19-7･8

913 だれもしらない図書館のひみつ 北川チハル／作　石井聖岳／絵 汐文社 ¥1,400 〇読20-1･2

913 チギータ！ 蒔田浩平／作　佐藤真紀子／絵 ポプラ社 ¥1,300 〇棚19-10

913 手と手をぎゅっとにぎったら 横田明子／作　くすはら順子／絵 佼成出版社 ¥1,300 〇読20-3・4

913 天保の虹　（白狐魔記　７） 斉藤洋／作　高畠純／画 偕成社 ¥1,500 棚20-5

913 トクベツな日 白矢三恵／作　スカイエマ／絵 PHP研究所 ¥1,400 〇読20-3・4
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

913 図書館からの冒険 岡田淳／作 偕成社 ¥1,500 〇読20-3・4

913 となりのアブダラくん 黒川裕子／作　宮尾和孝／絵 講談社 ¥1,400 〇読20-3・4

913 とねりこ通り三丁目 ねこのこふじさん 山本和子／作　石川えりこ／絵 アリス館 ¥1,400 〇棚20-1　〇読20-3・4

913 夏に降る雪 あんずゆき／作　佐藤真紀子／絵 フレーベル館 ¥1,400 〇棚20-2

913 ねこの小児科医ローベルト 木地雅映子／作　五十嵐大介／絵 偕成社 ¥1,500 〇棚19-9　〇読20-3・4

913 ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉幸子／作　野見山響子／絵 偕成社 ¥1,200 読19-11･12

913 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中／著 講談社 ¥1,400 棚20-5　こ図19-5

913 八月のひかり 中島信子／著 汐文社 ¥1,400 〇読20-3・4

913 ブランの茶色い耳 八束澄子／作　小泉るみ子／絵 新日本出版社 ¥1,400 棚19-10

913 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月美智子／作　早川世詩男／絵 小峰書店 ¥1,400 〇読20-3・4

913 よろしくパンダ広告社 間部香代／作　三木謙次／絵 学研プラス ¥1,400 読19-9･10

913 ルビとしっぽの秘密　本屋さんのルビねこ 野中柊／作　松本圭以子／絵 理論社 ¥1,400 読19-9･10

外国の文学（小学校低学年～中学年）

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

933 あたまをつかった小さなおばあさんがんばる
ホープ・ニューウェル／作　松岡享子
／訳　降矢なな／絵

福音館書店 ¥1,500 棚20-6　〇読20-3・4　こ164

933 あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする
ホープ・ニューウェル／作　松岡享子
／訳　降矢なな／絵

福音館書店 ¥1,500 棚20-6　〇読20-3・4　こ164

933 ウィリーのぼうけん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作　上條
由美子／訳　広野多珂子／絵

福音館書店 ¥1,100 〇棚19-9　読19-5･6
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

933 こわいオオカミのはなしをしよう
ウィリアム・マクリーリー／作　佐竹美保
／絵　小宮由／訳

岩波書店 ¥1,500 〇読19-7･8

933 サムとぶらぶら　またまたおめでたこぶた
アリソン・アトリー／作　すがはらひろくに
／訳　やまわきゆりこ／画

福音館書店 ¥1,200 〇棚19-10

933 嵐をしずめたネコの歌
アントニア・バーバー／作　ニコラ・ベイ
リー／絵　おびかゆうこ／訳

徳間書店 ¥1,700 棚19-8　読19-7･8

933 たのしいまきばのイースター
ロイス・レンスキー／作・絵　佐藤淑子
／訳

徳間書店 ¥1,700 読19-7･8

933 ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵　市田泉／訳 徳間書店 ¥1,600 こ図20-6

933 ハヤクさん一家とかしこいねこ
マイケル・ローゼン／作　トニー・ロス／
絵　ないとうふみこ／訳

徳間書店 ¥1,300 〇読20-3・4

933 ふしぎなようせい人形　四つの人形のお話４
ルーマー・ゴッデン／作　プルーデン
ス・ソワード／挿絵

徳間書店 ¥1,400 〇棚19-8　〇読20-3・4　こ161

933 本気でやれば、なんでもできる!?
ジョン・ヨーマン／作　クェンティン・ブレ
イク／絵　三原泉／訳

徳間書店 ¥1,400 読19-11･12

933 物語　たくさんのお月さま
ジェームズ・サーバー／作　ルイス・スロ
ボドキン／絵　なかがわちひろ／訳

徳間書店 ¥1,700 〇棚19-11　読19-7･8　こ162

933 ヤナギ通りのおばけやしき ルイス・スロボドキン／作　小宮由／訳 瑞雲社 ¥1,500 〇棚20-2　読20-1･2

943 ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし
グリム／著　ワンダ・ガアグ／編・絵　松
岡享子／訳

のら書店 ¥1,300 〇棚19-9　読19-9･10　こ163

994 ノウサギのムトゥラ　南部アフリカのむかしばなし
ビヴァリー・ナイドゥー／作　ピート・フロブ
ラー／絵　さくまゆみこ／訳

岩波書店 ¥1,600 〇棚19-11　こ162

外国の文学（小学校中学年～高学年）

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

933 明日をさがす旅　故郷を追われた子どもたち アラン・グラッツ／作　さくまゆみこ／訳 福音館書店 ¥2,200 〇棚20-4　〇読20-3・4　こ165

933 アンバー・ブラウンのなつやすみ
ポーラ・ダンジガー／作　若林千鶴／
訳　むかいながまさ／絵

文研出版 ¥1,300 読19-5･6

933 オオカミが来た朝
ジュディス・クラーク／著　ふなとよし子
／訳

福音館書店 ¥1,600 棚20-6　読20-1･2
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

933 オリバー・ツイスト　上・下
チャールズ・ディケンズ／作　山本史郎
／訳　斎藤兆史／訳

偕成社 ¥2,500 こ166

933 貸出禁止の本をすくえ!
アラン・グラッツ／著　ないとうふみこ／
訳

ほるぷ出版 ¥1,500 〇棚20-4　〇読19-11･12

933 希望の図書館
リサ・クライン・ランサム／作　松浦直美
／訳

ポプラ社 ¥1,500 〇棚20-4　〇読20-3・4　こ図20-6

933 クレンショーがあらわれて
キャサリン・アップルゲイト／作　こだまと
もこ／訳　まめふく／絵

フレーベル館 ¥1,400 〇棚20-3　〇読20-1･2

933 子犬たちのあした　ロンドン大空襲 ミーガン・リクス／作　尾高薫／訳 徳間書店 ¥1,600 棚19-9

933 5000キロ逃げてきたアーメット
オンジャリ Q.ラウフ／作　久保陽子／
訳

学研プラス ¥1,500 読20-5･6　こ図20-7

933 最後のドラゴン
ガレット・ワイヤー／著　ケイティ・ハー
ネット／画　三辺律子／訳

あすなろ書房 ¥1,600 読19-11･12

933 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作　猪熊葉子／訳 岩波書店 ¥640 〇棚19-12　こ163

933 <死に森>の白いオオカミ
グリゴーリー・ディーコフ／作　相場妙／
訳

徳間書店 ¥1,400 こ165

933 シャイローと歩く秋
フィリス・レイノルズ・ネイラー／著　さく
まゆみこ／訳　岡本順／画

あすなろ書房 ¥1,400 棚20-2

933 11番目の取引
アリッサ・ホリングスワース／作　もりうち
すみこ／訳

鈴木出版 ¥1,600 〇棚19-10　

933 天才ルーシーの計算ちがい
ステイシー・マカナルティ／著　田中奈
津子／訳

講談社 ¥1,500 棚20-1　こ163

933 ハートウッドホテル ２　ねずみのモナと最高のおくりもの
ケイリー・ジョージ／作　久保陽子／訳
高橋和枝／絵

童心社 ¥1,300 〇棚19-8　

933 バレエシューズ
ノエル・ストレトフィールド／著　朽木祥
／訳　金子恵／画

福音館書店 ¥2,400 棚19-9　こ162

933
引っ越しなんてしたくない！　バンダビーカー家は五人きょう
だい

カリーナ・ヤン・グレーザー／作・絵　田
中薫子／訳

徳間書店 ¥1,700 〇棚20-5

933 ベストマン リチャード・ペック／作　千葉茂樹／訳 小学館 ¥1,500 読19-11･12　こ163

933 ぼくがいちばんききたいことは アヴィ／著　青山南／訳 ほるぷ出版 ¥1,500 〇棚19-12　こ163
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

933 ぼくの帰る場所 S.E.デュラント／作　杉田七重／訳 鈴木出版 ¥1,600 〇棚20-5　〇読20-3・4

933 ほんとうの願いがかなうとき
バーバラ・オコーナー／著　中野怜奈
／訳

偕成社 ¥1,600 〇棚20-5　読20-5･6　こ165

933 魔女の子ども
ケリー・バーンヒル／著　佐藤見果夢／
訳

評論社 ¥1,600 棚19-11　

933 魔法使いマーリンの犬 　エクスカリバーをぬくのはだれだ?!
エリック・カーン・ゲイル／作　大山泉／
訳

評論社 ¥1,600 〇棚20-1　

933 魔法使いマーリンの犬 続 ハナキキと聖杯
エリック・カーン・ゲイル／作　大山泉／
訳

評論社 ¥1,600 〇棚20-4　

949 ムーミン全集　2 　たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン／著 講談社 ¥1,500 こ162

949 ムーミン全集　3 　ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン／著 講談社 ¥1,600 こ164

973 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ／作　関口英子／訳 小学館 ¥1,500 棚20-5

994 キバラカと魔法の馬　アフリカのふしぎばなし さくまゆみこ／編訳 岩波書店 ¥640 〇棚19-10　こ162

本体価格は2020年5月現在
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