
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：【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

心理学・哲学・宗教

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

160
「走る図書館」が生まれた日　ミス・ティットコムとアメリカで
最初の移動図書館車

シャーリー・グレン／作　渋谷弘子／訳 評論社 ¥2,400 〇棚20-6

歴史・伝記・地理

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

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 新日本出版社 ¥2,500 読19-7･8

219 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　2 琉球王国から沖縄県へ 安斎育郎／文・監修 新日本出版社 ¥2,500 棚19-7　読19-7･8

219 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　3  悲劇の沖縄戦 安斎育郎／文・監修 新日本出版社 ¥2,500 棚19-7　読19-7･8

219 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　4  基地問題にゆれる島 安斎育郎／文・監修 新日本出版社 ¥2,500 棚19-8　〇読19-7･8

219 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　5  沖縄戦を忘れない 安斎育郎／文・監修 新日本出版社 ¥2,500 棚19-8　読19-7･8

234 父さんはどうしてヒトラーに投票したの?
ディディエ・デニンクス／文　PEF／絵
湯川順夫、戦争ホーキの会／訳

解放出版社 ¥1,800 〇棚9-11　

289 あみちゃんの魔法のことば 夢をかなえる15の物語 ふじもとみさと／文 文研出版 ¥1,400 こ図19-8

289 憎しみを乗り越えて ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子 佐藤真澄／著 汐文社 ¥1,500 〇棚20-7

289 オリンピックを呼んだ男 田畑政治 近藤隆夫／著 汐文社 ¥1,500 棚19-10

289 ミイラ学　エジプトのミイラ職人の秘密
タマラ・バウワー／著・絵　こどもくらぶ／
訳・編

今人舎 ¥2,000 読20-1･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

289 万人の父になる　佐竹音次郎物語 横山充男／文　槇えびし／絵 学研プラス ¥1,500 棚20-4

289 読む喜びをすべての人に　日本点字図書館を創った本
間一夫

金治直美／文 佼成出版社 ¥1,500 〇棚20-2　こ164

289 自由への道 奴隷解放に命をかけた黒人女性ハリエット・タ
ブマンの物語

池田まき子／文　丹地陽子／絵 学研プラス ¥1,500 〇棚19-11

289 じいじが迷子になっちゃった　あなたへと続く家族と戦争の
物語

城戸久枝／著　羽尻利門／画 偕成社 ¥1,600 〇棚20-2

290 マップス　新・世界図絵　愛蔵版
アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵
ダニエル・ミジェリンスキ／作・絵　徳間
書店児童書編集部／訳

徳間書店 ¥4,500 こ164

292 エベレスト　命・祈り・挑戦
サングマ・フランシス／文　リスク・フェン
／絵　千葉茂樹／訳

徳間書店 ¥2,800 〇棚19-11　〇読20-3・4　こ163

社会・政治・福祉・教育・習慣

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

302 義足と歩む ルワンダに生きる日本人義肢装具士 松島恵利子／著 汐文社 ¥1,500 棚20-5

311 民主主義は誰のもの?  （あしたのための本）
プランテルグループ／文　マルタ・ピナ／
絵　宇野和美／訳

あかね書房 ¥1,800 〇棚19-11

313 独裁政治とは?  （あしたのための本）
プランテルグループ／文　ミケル・カサル
／絵　宇野和美／訳

あかね書房 ¥1,800 〇棚19-11

320 こども六法 山崎聡一郎／著　伊藤ハムスター／絵 弘文堂 ¥1,200 〇棚20-6　〇読20-3・4　こ164

334
十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた 日系アメリカ人の政治
家ノーマン・ミネタ

アンドレア・ウォーレン／著　もりうちすみ
こ／訳

汐文社 ¥1,600 こ165

361 社会格差はどこから?  （あしたのための本）
プランテルグループ／文　ジュアン・ネグ
レスコロール／絵　宇野和美／訳

あかね書房 ¥1,800 〇棚19-11

367
わたしは女の子だから 世界を変える夢をあきらめない
子どもたち

ローズマリー・マカーニー、ジェン・オール
バー、プラン・インターナショナル／文
西田佳子／訳

西村書店 ¥2,300 〇棚19-10

367 女と男のちがいって?   （あしたのための本）
プランテルグループ／文　ルシ・グティエ
レス／絵　宇野和美／訳

あかね書房 ¥1,800 〇棚19-11
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

367 あかちゃんはどうやってつくられるの?
アンナ・フィスケ／絵･文　さわきちはる
／訳

河出書房新社 ¥1,800 読20-5･6

369 故郷の味は海をこえて　「難民」として日本に生きる 安田菜津紀／著・写真 ポプラ社 ¥1,400 〇棚20-3　〇読20-3・4

369 こどものための防災教室　身の守りかたがわかる本 今泉マユ子／著 理論社 ¥3,800 棚19-9　こ161

383 くらしの中のトイレの歴史 しおうらしんたろう／作・絵 ポトス出版 ¥1,500 棚19-6　こ165

384 おじいちゃんの小さかったとき 塩野米松／文　松岡達英／絵 福音館書店 ¥1,600 こ164

384 おばあちゃんの小さかったとき おちとよこ／文　ながたはるみ／絵 福音館書店 ¥1,600 こ164

386 なまはげ　秋田・男鹿のくらしを守る神の行事 小賀野実／写真・文 ポプラ社 ¥1,700 こ164

388
桃太郎は盗人なのか?　「桃太郎」から考える鬼の正
体

倉持よつば／著 新日本出版社 ¥1,500 〇棚20-3　〇読20-3・4

自然科学

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

402 北極と南極の「へぇ?」くらべてわかる地球のこと 中山由美／文・写真　秋草愛／絵 学研プラス ¥1,400 〇棚20-2　こ図20-4

402 科学者の目　新版 かこさとし／文と絵 童心社 ¥1,400 棚20-1　読19-11･12

407 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　1  発見と採
集

小川誠、奥山清市、矢野真志／共著 少年写真新聞社 ¥2,000 〇読20-3・4

407 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　2  観察と調
査

小川誠、奥山清市、矢野真志／共著 少年写真新聞社 ¥2,000 〇読20-3・4

407 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　3  標本と工
作

小川誠、奥山清市、矢野真志／共著 少年写真新聞社 ¥2,000 〇読20-3・4

407
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　4  展示と発
表

小川誠、奥山清市、矢野真志／共著 少年写真新聞社 ¥2,000 棚20-5　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

421 タイムマシンって実現できる? 理系脳をきたえる!はじめて
の相対性理論と量子論

二間瀬敏史／監修 誠文堂新光社 ¥1,400 〇読20-3・4

425 ひとすじの光　写真科学絵本
ウォルター・ウィック／文・写真　千葉茂
樹／訳　佐藤勝昭／監修

小学館 ¥2,000 こ164

451
ふゆとみずのまほうこおり　(ふしぎいっぱい写真絵本
38)

片平孝／写真・文 ポプラ社 ¥1,500 〇棚20-6　こ164　こ図20-2

451 つらら 　(ふしぎいっぱい写真絵本　36) 細島雅代／写真　伊地知英信／文 ポプラ社 ¥1,500 こ161

452 海は地球のたからもの　1　海は病気にかかっている 保坂直紀／著 ゆまに書房 ¥2,500 〇棚

457
日本の古生物大研究　どこで見つかった？絶滅した生
き物（楽しい調べ学習シリーズ）

冨田幸光／監修 PHP研究所 ¥3,200 こ163

461 命のものさし　動物の命・人間の命・わたしの命 今西乃子／著　浜田一男／写真 合同出版 〇棚20-7　

465 こうぼ　(菌の絵本) 浜本牧子／監修　堀川理万子／絵
農山漁村文化協
会

¥2,500 〇読20-3・4

467 ダーウィンの「種の起源」  　はじめての進化論
サビーナ・ラデヴァ／作・絵　福岡伸一
／訳

岩波書店 ¥2,300 〇棚19-11

471 食虫植物のわな　虫を食べるふしぎな植物のおはなし
木谷美咲／文　横山拓彦／絵　長谷部
光泰、西田治文／監修

偕成社 ¥2,200 〇棚20-7　

471
ようこそ!葉っぱ科学館　(植物たちの声を聞く たえこ先
生のわ!観察記)

多田多恵子／写真・文 少年写真新聞社 ¥1,500 〇棚19-8　〇読19-5･6､20-3･4

480 ヘンな動物といっしょ 富田京一／著　コハラアキコ／イラスト 小学館 ¥1,000 読19-7･8

481 たべたらうんち! 　(しぜんにタッチ!)
ひさかたチャイル
ド

¥1,300 〇棚19-10　

481
見てびっくり肉食と草食の動物学　ゲッチョ先生の動物
コレクション

盛口満／文・絵 少年写真新聞社 ¥1,800 〇棚20-4　

484 カタツムリ小笠原へ　総天然色自然科学漫画 千葉聡／文　コマツシンヤ／絵 福音館書店 ¥1,300 〇棚20-2　

485 ハエトリグモ　（ふしぎいっぱい写真絵本） 坂本昇久／写真・文 ポプラ社 ¥1,500 棚20-1　

486
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　35)

安田守／写真・文 岩崎書店 ¥2,200 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

486 キモカワ!イモムシ超百科
やぎまきこ、いのうえけいこ／著　矢後勝
也、中島秀雄／監修

ポプラ社 ¥890 〇読20-3・4

486 昆虫 ２　地球編　（小学館の図鑑ＮＥＯ） 小池啓一／執筆・企画構成 小学館 ¥2,000 こ163

486 ぜんぶわかる！アリ（しぜんのひみつ写真館 ９） 島田拓／著 ポプラ社 ¥2,000 こ163

486 ふしぎないきものツノゼミ
丸山宗利、小松貴、知久寿焼／写真・
文

あかね書房 ¥1,500 棚20-5　〇読19-11･12､20-3・4

487 加藤英明、カミツキガメを追う!　（環境ノンフィクション） 加藤英明／著 学研プラス ¥1,400 〇棚20-6

487 日本カエル探検記　減っているってほんと!? 関慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 ¥1,600 〇棚19-11

487
マンボウは上を向いてねむるのか　マンボウ博士の水
族館レポート

澤井悦郎／著 ポプラ社 ¥1,400 読20-1･2　こ図20-1

488 おしえてフクロウのひみつ (おもしろ生き物研究) 柴田佳秀／文　マツダユカ／絵 子どもの未来社 ¥1,400 〇棚20-3　

488 クマゲラ　（北国からの動物記　9） 竹田津実／文・写真 アリス館 ¥1,400 棚19-9　

488 スズメのくらし(たくさんのふしぎ傑作集) 平野伸明／文・写真 福音館書店 ¥1,300 〇棚19-7　こ162

488
鳥のふしぎ　いろいろなすがたをしているのはなぜ?　1
くちばし

平野敏明／監修　小堀脩男／企画　安
斉俊／絵

理論社 ¥2,300 読20-1･2

488
鳥のふしぎ　いろいろなすがたをしているのはなぜ?　2
はね

平野敏明／監修　小堀脩男／企画　安
斉俊／絵

理論社 ¥2,300 読20-1･2

488
鳥のふしぎ　いろいろなすがたをしているのはなぜ?　3
あし

平野敏明／監修　小堀脩男／企画　安
斉俊／絵

理論社 ¥2,300 読20-1･2

489
みんなで守れ!ふくちゃんのいのち　結核にかかったボル
ネオゾウ

秋川イホ／文 フレーベル館 ¥1,300 〇棚20-5　こ165

技術・工学

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評
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NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

504 知っておきたい!モノのしくみ
ジョン・ファーンドン、ロブ・ビーティー／
文　門田和雄／監訳

東京書籍 ¥1,800 読19-11･12

518 ごみについて調べよう　1  Reduce・リデュース 岡山朋子／監修 あかね書房 ¥3,000 こ162

518 ごみについて調べよう　2  Reuse・リユース 岡山朋子／監修 あかね書房 ¥3,000 こ162

518 ごみについて調べよう　3  Recycle・リサイクル 岡山朋子／監修 あかね書房 ¥3,000 こ162

518
わきだせ!いのちの水 日本伝統の上総掘り井戸をアフリカ
に

たけたにちほみ／著 フレーベル館 ¥1,500 〇棚20-3　こ165

519 地球が危ない!プラスチックごみ　1 ～3 幸運社／編 汐文社 ¥2,600 〇読20-3・4

519 プラスチック・プラネット
ジョージア・アムソン=ブラッドショー／作
大山泉／訳

評論社 ¥2,200 〇棚20-1

519 プラスチック惑星・地球 藤原幸一／写真と文 ポプラ社 ¥2,000 〇棚19-12　〇読20-3・4　こ165

536 風を切って走りたい！ 夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋うらら／著 金の星社 ¥1,400 〇棚20-2

589 文房具を使いこなす　3 くっつける道具 WILLこども知育研究所／編 フレーベル館 ¥2,800 棚20-2

産業

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

614 科学がひらくスマート農業・漁業 1 ～4 小泉光久／著　寺坂安里／絵 大月書店 ¥2,600 〇読20-3・4

616 田んぼの1年　里山の自然 瀬長剛／絵・文 偕成社 ¥2,500 棚20-6

645 すてねこたちに未来を 小学4年生の保護ねこ活動 菅聖子／著 汐文社 ¥1,500 こ図19-7

645 走れ！メープル 犬の車いすができるまで
菅聖子／文　山本遼／写真　篠本映／
絵

小峰書店 ¥1,500 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

645 災害にあったペットを救え 獣医師チームVMAT 高橋うらら／著 小峰書店 ¥1,500 棚19-10

645 竜之介先生、走る!  熊本地震で人とペットを救った動物
病院

片野ゆか／作　高倉陽樹／絵 ポプラ社 ¥1,400 〇棚20-1　

652 めぐみの森 藤原幸一／写真・文 新日本出版社 ¥1,500 〇棚19-11　

653 きほんの木　おおきくなる 姉崎一馬／写真　姉崎エミリー／文 アリス館 ¥1,500 こ図19-12

686 まちの電車大百科 全国の通勤電車が大集合! 「旅と鉄道」編集部編 天夢人 ¥1,200 こ164

芸術・工作・スポーツ・ゲーム

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

746 風船で宇宙を見たい! やってみることから開ける無限の未
来

岩谷圭介／著 くもん出版 ¥1,400 こ162

778 映画ってどうやってつくるの?
フロランス・デュカトー／文　シャンタル・ペタン／絵　大
久保清朗／日本語版監修　野坂悦子／訳 西村書店 ¥1,800 棚19-9

780 中村裕 日本のパラリンピックの父 佐野慎輔／文　しちみ楼／絵 小峰書店 ¥1,400 〇棚19-12

文学

NDC分類 タイトル 著者名 出版社 本体価格 書評

911 わくわく　こども詩集
全国学校図書館協議会、田中和雄／
編

童話屋 ¥1,500 こ164

911
ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえ
の詩集

斉藤倫／著　高野文子／画 福音館書店 ¥1,200 棚19-10

本体価格は2020年5月現在
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