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えっちゃん ええやん

北川 チハル（作）

（わくわくえどうわ）

国松 エリカ（絵）

2017年10月

えっちゃんは、小学校に入学した元気な女の
子。友だちになろうと隣の席のこじろうくんに話し
かけて大失敗。こじろうくんに嫌われてしまいま
す。いつも一人でいるこじろうくんが気になる
えっちゃん。二人は友だちになれるのでしょう
か。

1,296円

9784580823112 ・ 913

マスク

福井 智（作）

（絵本・こどものひろば）

林 なつこ（絵）

2017年7月

ブタくんは自分の鼻が好きではありません。落
ちていたおしゃれなマスクで、鼻をかくそうとする
のですが、次々と動物が現れて、ブタくんより先
にマスクをしてしまいます。「わたしににあう？」
と聞かれて答えるブタくんの思いが最後には
…。

1,404円

9784494015559 ・ 913

わすれんぼっち

橋口 さゆ希（作）

（PHPとっておきのどうわ）

つじむらあゆこ（絵）

2017年8月

黄色いカサのピカちゃんは、電車においてきぼ
りになり、わすれものセンターにつれていかれま
す。センターにはたくさんのカサがあり、もちぬし
がむかえに来てくれないとわすれんぼっちにな
ると聞いたピカちゃんは、いのりながらむかえを
待ちます。

1,188円

9784569786889 ・ 913

なんにもせんにん

唯野 元弘（作）

（チューリップえほんシリーズ）

石川 えりこ（絵）

2017年8月

仕事もせず遊んでばかりいる若者が、ある日小
さなつぼに入った小さな小さな男に出会い家に
連れて帰ります。次の日から若者が遊んで帰っ
てくるたび、男は大きくなっていき、ついには若
者の寝る場所がない位に…。翌日若者が一日
働くと、男は！

1,404円

9784790253341 ・ 913

カラスだんなのはりがねごてん

井上 よう子（作）

（わくわくえどうわ）

くすはら 順子（絵）

2017年8月

駅前広場のけやきの木には、カラスだんなのは
りがねごてんがあります。ある日、ひょいと気ま
ぐれをおこし、若いカラスたちに中を見せてやる
ことにしました。ところがその時、二人の男が
やってきて…。本当の値うちって何だろうと考え
る一冊。

1,296円

9784580823273 ・ 913

文研出版

童心社

PHP研究所

鈴木出版

文研出版
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長倉 洋海（文・写真）
世界には、生きるために大人同様に額に汗を
し、息を切らし、働く子どもたちがいる。写真家
長倉洋海さんがとらえた働く子どもたちの真剣
な眼差しや、明るい笑顔は、“はたらく”ことの喜
びや本当の意味を教えてくれる。

アリス館
2017年10月

9784752008125 ・ 748

1,512円

わたしたちのたねまき

キャスリン・O・ガルブレイス（作）

たねをめぐるいのちたちのおはなし ウェンディ・A・ ハルパリン（絵）

梨木 香歩（訳）
のら書店

「わたしたちのたねまき」の「わたしたち」は川・
大風・とりたち・太陽…、そして、人間です。みん
なでいっしょに種をこの地球にまいている。それ
ぞれがそれぞれの場所で方法で役割をはたし
ている。大きなつながりがみえてくる絵本。

2017年10月

9784905015345 ・ 471

1,728円

クリスマスがちかづくと

斉藤 倫（作）

（福音館創作童話シリーズ）

くりはら たかし（絵）

福音館書店

「クリスマスなんて、だいきらい。」クリスマスの
日はいつも、おとうさんはるすで、おかあさんは
デパートのおしごと。十さいになったセロがおか
あさんに理由をきくと、おかあさんは言いまし
た。「おとうさんは、サンタクロースなの」

2017年10月

9784834083637 ・ 913

1,404円
すくすく育て! 子ダヌキ ポンタ

佐和みずえ（著）
ある日、動物病院に連れてこられた一ぴきの赤
ちゃん。子犬だと思ったら、なんと、それはタヌキ
の赤ちゃんでした。獣医の有田さんと、子ダヌキ
のポンタの生活が始まりました。かわいいポンタ
の写真たっぷりの子ダヌキの成長記録です。

小さな命が教えてくれたこと
（動物感動ノンフィクション）
学研プラス
2017年11月

9784052046834 ・ 489

1,512円

図書館にいたユニコーン

マイケル・モーパーゴ（著）
ゲーリー・ブライズ（絵）
おびか ゆうこ（訳）
徳間書店

少年トマスが村の図書館で出会ったのは不思
議な魔法の力を持つというユニコーン。司書の
先生の読んでくれるお話をトマスはユニコーン
の隣りで聞いていた。やがて村に戦争がやって
きて大切な図書館にも火の手があがる。

2017年11月

9784198645212 ・ 933

1,404円
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青いスタートライン

高田 由紀子（著）

（ノベルズ・エクスプレス）

ふすい（絵）
ポプラ社
2017年7月

母親のお腹に新しい命が宿ったと知った小五の
颯太は、母親をとられてしまうと思い、心から喜
べない。夏休みに母の実家佐渡で、思わず遠
泳大会に出ると言ってしまった颯太。泳ぎを通し
て颯太は何を乗り越えたのか、感じられる一
冊。
9784591155004 ・ 913

1,404円

あした飛ぶ

束田 澄江（著）

（ティーンズ文学館）

しんや ゆう子（絵）
学研プラス
2017年10月

父を失った悲しみを乗り越えられない星乃。母
の故郷・姫島で旅するチョウのアサギマダラの
羽に“リュウセイ”の文字を見つける。リュウセイ
との出会いを通して、前向きに生きていこうとす
る勇気を取り戻す。旅するチョウがつなぐ奇跡
の物語。
9784052046957 ・ 913

1,512円

世界を救うパンの缶詰

菅 聖子（著）

（ノンフィクション知られざる世界）

やましたこうへい（絵）
ほるぷ出版

震災で注目を浴び、宇宙にまで行ったパンの缶
詰。その缶詰を考察した秋元さんのお話。缶詰
を作るきっかけとなった出来事や、様々な困難
に立ち向かう秋元さんの姿や考え方を通して、
自分の生き方を考えることができる一冊です。

2017年10月

9784593535231 ・ 588

1,512円

光をくれた犬たち

今西 乃子（著）
盲導犬はどのようにしてなるのでしょうか。生ま
れて、パピーウォーカーに引きとられ、盲導犬と
しての訓練、ユーザーさんとのかかわり、年を
とった引退後の生活、盲導犬の一生、盲導犬の
大切さがよくわかる一冊。

盲導犬の一生
金の星社
2017年9月

9784323060941 ・ 369

1,512円

わたしの苦手なあの子

朝比奈 蓉子（著）

（ノベルズ・エクスプレス）

酒井 以（絵）
ポプラ社

誰とも仲良くしたがらないリサと、苦手なリサを
克服しようと決めたミヒロ。２人の心の成長と友
情の物語。互いに抱える不安や、心が通じ合う
喜びが、新鮮な描き方で読者に伝わってきま
す。心が成長しはじめる高学年におすすめ。

2017年8月

9784591155189 ・ 913

1,404円

木の中の魚

リンダ・マラリー・ハント（著）

（文学の扉）

中井 はるの（訳）
講談社
2017年11月

この世の中にはいろいろな人がいる。性格や能
力が多様であることはもちろんのこと、人と人と
の関わり方を教えてくれる話である。困った人は
本当に困った人なのか。他者を見つめる視点を
変えることが相手にとっても自分にとってもよい
ことにつながると教えてくれる。
9784062832441 ・ 933

1,512円
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梨屋 アリエ（著）
恋愛に関わる話を5編収録した短編集。思春期
の悩みを抱えた中学生の日々をファンタジーの
世界観を混ぜながら書かれた一冊。読む内に
不思議な感覚に襲われる。現実的ではない世
界観の中にも、今を生きる若い世代の心情が描
かれている。

講談社
2017年8月

9784062206372 ・ 913

1,296円

ナイスキャッチ!

横沢 彰（著）
スカイ エマ（絵）

新日本出版社

美術部で運動とは無縁だった主人公の女の子
が、あるきっかけで野球に心奪われていく。そん
な自分を認めたくない一方で日に日に増してい
く野球への想いを主人公がどう表現していくの
かを考えながら読める一冊。自分も何か挑戦し
ようと思える。

2017年6月

9784406061438 ・ 913

1,512円

タイガー・ボーイ
（鈴木出版の児童文学
―この地球を生きる子どもたち）

ミタリ・パーキンス（著）
インドの少年ニールは、奨学金を勝ち取りコル
ジェイミー・ ホーガン（絵） カタの中学校に進学することを周りから期待さ
れているが、本人は島で暮らしていきたいと望
永瀬 比奈（訳）
んでいる。そんな中、保護区からトラが逃げたと
いう事件が起き、少年自身の生き方を見つめる
鈴木出版
きっかけとなっていく。
2017年6月

9784790233275 ・ 933

1,620円

どんなマイナスもプラスに

石坂 典子（著）
父が創業した産廃会社が誤報でピンチに。企業
再生を目指す跡継ぎ娘の著者が泣きながら見
つけた“よりよい明日をつくり出す方法”の鍵は
共生・循環・リスペクト。環境教育の入り口として
のみならず、人としてどう生きるか、が綴られて
いる。

できる未来教室

PHP研究所
2017年6月

9784569786735 ・ 159

1,296円

ぼくはO・C・ダニエル

ウェスリー・キング（著）

（鈴木出版の児童文学

大西 昧（訳）

―この地球を生きる子どもたち）

鈴木出版

13才の少年ダニエルが主人公。彼は自分を「変
だ」と自覚している。手を洗い続けるなどの奇妙
な習慣がやめられず苦しんでいるのだ。自分を
変えたい、変わりたいと思う中学生の読み物と
しては面白いだろう。が、題材が独特すぎるだろ
うか。

2017年10月

9784790233282 ・ 933

1,728円
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いきもの かくれんぼ

嶋田 泰子（著）

（いきもの みーつけた）

海野 和男 他（写真）
童心社
2017年9月

生き物は、他の生き物を食べないと生きられな
い。でも食べられたい生き物なんていない。他
の生き物に食べられないためにかくれたり、逃
げたりしている。その中で、かくれんぼの天才に
なった生き物がいる。どこにいるか探してみよ
う。
9784494014255 ・ 481

2,052円

いきもの ちえくらべ

嶋田 泰子（著）

（いきもの みーつけた）

海野 和男 他（写真）
童心社

生きものたちは、子孫を残すため、生き残るた
めの戦略が大切です。『いきものちえくらべ』は、
危険な生き物や毒をもつ生き物そっくりになって
敵から身を守ったり危険なものと一緒に暮らせ
る特技を持つ生き物がたくさん見られます。

2017年9月

9784494014279 ・ 481

2,052円

はっけん！
NIPPON(にっぽん)

グループ・コロンブス（構成・文）

古谷 充子（絵）

地図と新聞で見る47都道府県
PHP研究所
2017年7月

9784569786780 ・ 291

3,456円

和食のえほん

江原 絢子（監修）

（たのしいちしきえほん）

PHP研究所
2017年9月

遠藤 美季（編集）

心身への影響から予防策まで
（楽しい調べ学習シリーズ）
PHP研究所
2017年6月

スマホの普及で子どもたちに増えているネット依
存症と影響、ネット依存におちいるきっかけ、
ネット依存の兆候を確かめるチェックリストをの
せています。インターネットのよい面から、ネット
依存にならないための予防策、抜け出す方法に
ついて紹介しています。
9784569786667 ・ 547

3,240円

よくわかる障がい者スポーツ

2013年ユネスコ無形文化遺産に登録された和
食について「一汁三菜」や「さしすせそ」という和
食の基本、食材や調理法、和食のおもてなしに
ついて等、外国からきた人にもてなすという場面
を描いています。和食の素晴らしさを紹介してい
ます。
9784569786896 ・ 383

1,728円

よくわかるネット依存

私たちが住んでいる「まち」のことはもちろん、日
本の47都道府県の姿を地図と新聞でくわしく説
明しています。人口、面積、特産品、観光名所
などの他、方言や各都道府県の話題もありま
す。クイズもあり、楽しく日本の都道府県のこと
が学べます。

藤田 紀昭（監修）
2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。公平に競うためのルールが細かく設
定されている障害者スポーツがあります。起
源、目的、競技種目、ルール、支える人々等わ
かりやすく解説しています。

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所
2017年10月

9784569787091 ・ 780

3,240円
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