
公益財団法人図書館振興財団 

第１８回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１７年 ブックリスト 

■ノンフィクションの部■ 

 

科学読物研究会 新刊研究会 竹田 裕子 

 

◆学校の授業で使い学校図書館に置くことを考えて、教科書にそったものを出版する傾向 

＊月・擬態・生物の冬越し・動物の親子・乗り物・人体・福祉・日本美術など 

＊プログラミングは、２０２０年から教科に。テキスト的なものも含めて数多く出版された。（学校で使う

というより、家での需要を見込んでの出版か） 

 

◆自然科学は研究が進み難しい内容になりやすい。社会科学も世界情勢が複雑で変化が早く、子どもの

本にはまとめにくい。高学年 YA 向きが多くなる。低学年向きの本が少ない。雑学的にまとめた本が多

い。低中学年向き写真絵本・科学絵本・伝記絵本が多い。 

 

◆動物・昆虫は子どもたちが関心をもつ？様々な視点でまとめられた本が出ている。 

 

◆人体に関しては、健康・栄養・睡眠・スポーツなどとの関連で解説し、かつ研究が進んだこともあり、新し

い事実や視点も盛り込まれた本も出ている。 

 

◆ＬＧＢＴは以前よりはずっと理解が広がってきている。本も保健室ではなく、学校図書館に置けるように

なった。 

 

◆環境の本も、東日本大震災の後、６年近くほとんどでなかったが、東日本大震災のことも触れて考え、

様々な視点で解説した本が出てきている。外来生物の本も出た。 

 

◆キャリア教育が相変わらず盛ん。キャリア教育の低年齢化も相変わらず。 

 ＊職業・仕事・生きかた・伝記・研究に関する本の出版が多い 

 ＊伝記絵本の出版が多い 

 

◆国際理解に関する本も多く出版されている。 

 ＊イスラム文化に関する本も目に付く 

 ＊中国に関する本も出た 

 

◆世界情勢は複雑。戦争と平和、憲法法律政治、経済税金、に関する本は案外少なかった。 

 

◆東京オリンピック２０２０年。冬季オリンピック２０１８年２月。案外本の出版は少ない。 

 

◆漫画を図書館学校図書館などでどう扱うかなど見直し考える機運 

 

◆図鑑・・・調べるためと言うより、（昔に戻って？） 読んで見て楽しむものに？ 

 

◆基本的なことをまとめた本と、好奇心を刺激する本、両方が必要 
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小高・ＹＡ
『科学について知っておくべき１００のこと』（インフォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス）/ア
レックス・フリスほか・文，竹内 薫・訳・監修/小学館/２０１７．７/￥１５００/（４０４）

★ 小高・ＹＡ
『科学の歴史  ビジュアル版』/有賀 暢迪ほか・日本語版監修/ポプラ社/２０１７．１１/￥６８００/
（４０２）

小高・ＹＡ
『ネコ博士が語る科学のふしぎ』/ドミニク・ウォーリマン・文，田中 薫子・訳/徳間書店/２０１７．１
２/￥２３００/（４２０）

小低・小中
『やさしくわかる星とうちゅうのふしぎ　１～３（全３巻）』/渡辺 勝巳・監修/汐文社/２０１７．２～/１
～３全て￥２３００/（４４０）

★ 小低・小中
『もしきみが月だったら』/ローラ・パーディ・サラス・文，ジェイミー・キム・絵，木坂 涼・訳/光村教
育図書/２０１７．８/￥１４００/（絵本）

★ 小中・小高 『もしも月でくらしたら』/山本 省三・作/ＷＡＶＥ出版/２０１７．１２/￥１３００/（４４６）

★ 小中・小高 『月を知る！』（調べる学習百科）/三品 隆司・構成・文/岩崎書店/２０１７．７/￥３６００/（４４６）

小中・小高 『「あかつき」一番星のなぞにせまれ！』/山下 美樹・文/文溪堂/２０１７．９/￥１３００/（５３８．９）

小高
『宇宙の生命  青い星の秘密』（ホーキング博士のスペース・アドベンチャー）/ルーシー・ホーキ
ング・作，スティーヴン・ホーキング・作，さくま ゆみこ・訳/岩崎書店/２０１７．７/￥１９００/（９３
３．７）

小高
『絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし』（講談社の創作絵本）/佐藤 勝彦・作，長崎 訓子・絵/
講談社/２０１７．８/￥１５００/（絵本）

★ 小高 『月学  伝説から科学へ』/稲葉 茂勝・著/今人舎/２０１７．８/￥１８００/（４４６）

小高・ＹＡ
『超巨大ブラックホールに迫る  「はるか」が創った３万ｋｍの瞳』/平林 久・作/新日本出版社/２
０１７．２/￥１５００/（４４０．１４）

小高・ＹＡ
『よくわかる重力と宇宙  基本法則から重力波まで』（楽しい調べ学習シリーズ）/佐藤 勝彦・監修
/ＰＨＰ研究所/２０１７．３/￥３０００/（４２３．６）

★ 小高・ＹＡ
『宇宙について知っておくべき１００のこと』（インフォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス）/ア
レックス・フリスほか・文，竹内 薫・訳・監修/小学館/２０１７．７/￥１５００/（４４０）

YA 『１４歳からの天文学』/福江 純・著/日本評論社/２０１７．７/￥１５００/（４４０）

小中・小高
『地球儀で探検！  まわしながら新発見をしよう』（楽しい調べ学習シリーズ）/渡辺 一夫・著/ＰＨ
Ｐ研究所/２０１７．１/￥３０００/（４４８．０７）

小中・小高
『地面の下をのぞいてみれば…』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/カレン・ラッチャ
ナ・ケニー・文，スティーブン・ウッド・絵/六耀社/２０１７．８/￥１８５０/（絵本）

小中・小高 『目でみる地下の図鑑』/こどもくらぶ・編/東京書籍/２０１７．８/￥２８００/（４５０）

■科学一般

■天文・宇宙

■地球・地学・気象
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小中・小高
『雪と氷  水の惑星からの贈り物』（楽しい調べ学習シリーズ）/片平 孝・著/ＰＨＰ研究所/２０１
７．９/￥４８００/（４５１．６６）

小中・小高
『鉱物・宝石のひみつ』（調べる学習百科）/松原 聰・監修/岩崎書店/２０１７．１０/￥３６００/（４５
９）

小低・小中
『どこにいるかな？のやまのむしたち』（さがしてあそぼう！かくれるいきものしゃしんえほん）/安
田 守・写真・文/岩崎書店/２０１７．２/￥２２００/（絵本）

小低・小中
『どこにいるかな？うみのさかなたち』（さがしてあそぼう！かくれるいきものしゃしんえほん）/大
方 洋二・写真・文/岩崎書店/２０１７．３/￥２２００/（絵本）

小低・小中
『いきものかくれんぼ』（いきものみーつけた）/海野 和男ほか・写真，中村 庸夫ほか・写真，嶋田
泰子・文 /童心社/２０１７．９/￥１９００/（絵本）

小低・小中
『いきものちえくらべ』（いきものみーつけた）/海野 和男ほか・写真，中村 庸夫ほか・写真，嶋田
泰子・文 /童心社/２０１７．９/￥１９００/（絵本）

小低・小中
『かくれてぱくり』（いきものみーつけた）/海野 和男ほか・写真，中村 庸夫ほか・写真，嶋田 泰
子・文 /童心社/２０１７．９/￥１９００/（絵本）

小低・小中 『いのちはめぐる』（いきものみーつけた）/嶋田 泰子・文/童心社/２０１７．９/￥１６００/（絵本）

小低・
小中・小高

『動物たちは、お医者さん！  自分で自分を治すすごい力！』/アンジー・トリウスほか・文，フリ
オ・アントニオ・ブラスコ・絵，古草 秀子・訳/河出書房新社/２０１７．１２/￥１８００/（絵本）

小中・小高
『毒をもつ生き物たち  ヘビ、フグからキノコまで』（楽しい調べ学習シリーズ）/船山 信次・監修/Ｐ
ＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（４８１．９）

小中・小高
『生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー  驚異的能力のひみつがいっぱい！』（楽しい調べ学
習シリーズ）/石田 秀輝・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（５０４）

小中・小高
『生き物の体のしくみに学ぶテクノロジー  環境適応のくふうがいっぱい！』（楽しい調べ学習シ
リーズ）/石田 秀輝・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（５０４）

小高
『生き物たちの冬ごし図鑑　動物　探して発見！観察しよう』/今泉 忠明・監修/汐文社/２０１７．７
/￥２３００/（４８１．７７）

小高
『生き物たちの冬ごし図鑑　鳥　探して発見！観察しよう』/佐藤 裕樹・著/汐文社/２０１７．７/
￥２３００/（４８８．１）

★ 小高
『生き物たちの冬ごし図鑑　植物　探して発見！観察しよう』/亀田 龍吉・写真・文/汐文社/２０１
７．９/￥２３００/（４７１．７１）

小高
『生き物たちの冬ごし図鑑　昆虫　探して発見！観察しよう』/星 輝行・写真・文/汐文社/２０１７．
９/￥２３００/（４８６．１）

小高
『冬眠のひみつ  からだの中で何が起こっているの？』（楽しい調べ学習シリーズ）/近藤 宣昭・
監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（４８１．７７）

小中・小高
『里山のヤママユ  ヤママユが紡ぐ緑の宝物』（ふれあい写真えほん）/新開 孝・写真・文/小学館
クリエイティブ/２０１７．２/￥１４００/（４８６．８）

■生物―動物・虫・植物・菌類・微生物・古生物など―

＜全般＞

＜虫・昆虫＞
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★ 小中・小高
『かがやく昆虫のひみつ』（ポプラサイエンスランド）/中瀬 悠太・著・写真/ポプラ社/２０１７．３/
￥１５００/（４８６）

小中・小高
『ぜんぶわかる！アゲハ』（しぜんのひみつ写真館）/新開 孝・著/ポプラ社/２０１７．４/￥２０００
/（４８６．８）

★ 小中・小高
『昆虫って、どんなの？  地球でいちばん繁栄しているいきもの』（ハッピーオウル社の〈しぜんの
ほん〉）/いしもり よしひこ・著/ハッピーオウル社/２０１７．６/￥１３８０/（４８６．１）

★
小中・

小高・ＹＡ 『空を飛ぶ昆虫のひみつ』/星 輝行・写真・文/少年写真新聞社/２０１７．４/￥１５００/（４８６．１）

小低・小中
『うみのかくれんぼ　１～３（全３巻）』/武田 正倫・監修/金の星社/２０１７．２～/１～３全て￥２５
００/（４８１．７２）

小低・小中
『さかなのたまご  いきのこりをかけただいさくせん』（ふしぎいっぱい写真絵本）/内山 りゅう・写
真・文/ポプラ社/２０１７．７/￥１５００/（４８７．５１）

小中・小高
『サメってさいこう！』/オーウェン・デイビー・作，越智 典子・訳/偕成社/２０１７．１２/￥１８００/
（４８７．５４）

小低・
小中・小高

『野山の鳥を観察しよう！  山や森・草原・まちの鳥』（楽しい調べ学習シリーズ）/飯村 茂樹・著/
ＰＨＰ研究所/２０１７．７/￥３０００/（４８８．１）

小低・
小中・小高

『水辺の鳥を観察しよう！  湖や池・河川・海辺の鳥』（楽しい調べ学習シリーズ）/飯村 茂樹・著/
ＰＨＰ研究所/２０１７．８/￥３０００/（４８８．１）

小低・小中
『ゾウの赤ちゃん』（しりたいな！どうぶつの赤ちゃん）/さえぐさ ひろこ・文，井上 冬彦・写真/新
日本出版社/２０１７．２/￥２３００/（絵本）

小低・小中
『ホッキョクグマの赤ちゃん』（しりたいな！どうぶつの赤ちゃん）/さえぐさ ひろこ・文，前川 貴行・
写真/新日本出版社/２０１７．３/￥２３００/（絵本）

小低
『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１１～２０』/むらた こういち監修 /ポプラ社/１１～２０全て
２０１７．９/１１～２０全て￥２２００/（４８０）

小中・小高
『クマ大図鑑  体のひみつから人とのかかわりまで』（楽しい調べ学習シリーズ）/小池 伸介・監修
/ＰＨＰ研究所/２０１７．１/￥３０００/（４８９．５７）

小中・小高
『どこにいるのイリオモテヤマネコ』（ふれあい写真えほん）/横塚 眞己人・写真・文/小学館クリエ
イティブ/２０１７．２/￥１４００/（４８９．５３）

小高
『キリンのこども』（サバンナを生きる）/ガブリエラ・シュテープラー・写真・文，たかはし ふみこ・訳
/徳間書店/２０１７．１/￥１８００/（４８９．８７）

小高
『シマウマのこども』（サバンナを生きる）/ガブリエラ・シュテープラー・写真・文，たかはし ふみこ・
訳/徳間書店/２０１７．２/￥１８００/（４８９．８）

小高
『カバのこども』（サバンナを生きる）/ガブリエラ・シュテープラー・写真・文，たかはし ふみこ・訳/
徳間書店/２０１７．３/￥１８００/（４８９．８４）

＜魚類＞

＜鳥類＞

＜哺乳類＞
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小高
『ツシマヤマネコ飼育員物語  動物園から野生復帰をめざして』/キム・ファン・著/くもん出版/２０
１７．１０/￥１４００/（４８９．５３）

★ 小高・ＹＡ
『教科で学ぶパンダ学  歴史　地理　政治　経済　生物　自然　環境　雑学』/稲葉 茂勝・著/今人
舎/２０１７．１０/￥１８００/（４８９．５７）

★ 小中・小高
『海のぷかぷか  ただよう海の生きもの』/高久 至・写真，寒竹 孝子・文/アリス館/２０１７．５/
￥１４００/（絵本）

小中・小高
『プランクトンのえほん　１～２（全３巻）』/吉田 丈人・監修/ほるぷ出版/２０１７．１１～/１・２共に
￥１５００/（絵本）

小高
『そもそもなぜをサイエンス　５　食べものはなぜくさるのか（全６巻）』/大橋 慶子・絵/大月書店/
２０１７．１/￥２４００/（４０８）

小低
『にににんにんじん』（どーんとやさい）/いわさ ゆうこ・さく/童心社/２０１７．１０/￥１１００/（絵
本）

小中・小高 『庭のたからもの』/大野 八生・著/小学館/２０１７．１/￥１３５０/（４７０）

小中・小高
『ブナの絵本』（まるごと発見！校庭の木・野山の木）/大久保 達弘・編/農山漁村文化協会/２０
１７．２/￥２７００/（４７９．５６５）

小中・小高
『スギの絵本』（まるごと発見！校庭の木・野山の木）/正木 隆・編/農山漁村文化協会/２０１７．
３/￥２７００/（４７８．６６）

小中・小高
『ケヤキの絵本』（まるごと発見！校庭の木・野山の木）/横井 秀一・編/農山漁村文化協会/２０
１７．３/￥２７００/（４７９．５７３）

★ 小中・小高 『さくら研究ノート』/近田 文弘・著/偕成社/￥１６００/２０１７．３/（４７９．７５）

小中・小高
『まるごとにんじん』（絵図解やさい応援団）/八田 尚子・構成・文/絵本塾出版/２０１７．３/￥１６
００/（６２６．４６）

小中・小高
『雑草図鑑』（調べてみよう名前のひみつ）/亀田 龍吉・写真・文/汐文社/２０１７．３/￥３２００/
（４７０）

小中・小高
『根っこのえほん　４～５（全５巻）』/根研究学会・協力，小泉 光久・文/大月書店/２０１７．２～/４
～５共に￥２４００/（４７１．１）

小中・小高
『まるごとほうれんそう』（絵図解やさい応援団）/八田 尚子・構成・文/絵本塾出版/２０１７．１１/
￥１６００/（６２６．５３）

★ 小高
『マングローブ生態系探検図鑑  日本にもある！亜熱帯のふしぎな森をさぐる』/馬場 繁幸・監修
/偕成社/２０１７．７/￥２４００/（６５３．１７）

小高
『りんごって、どんなくだもの？』（調べる学習百科）/安田 守・写真・文/岩崎書店/２０１７．１２/
￥３６００/（６２５．２１）

小高・ＹＡ
『ようこそ！花のレストラン  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/２０１７．４/￥１５００/（４７１．３）

★ 小高・ＹＡ
『ロゼットのたんけん』（ぼくの自然観察記）/おくやま ひさし・著/少年写真新聞社/２０１７．９/
￥１８００/（４７０）

＜プランクトン・微生物＞

＜植物＞
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★
小低・

小中・小高
『生命の歴史えほん』（たのしいちしきえほん）/猪郷 久義・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．７/￥１６０
０/（４５７）

★
小低・

小中・小高
『えほん図鑑へんてこ！りくのぜつめつどうぶつ』/はた こうしろう・作/アリス館/２０１７．２/￥１６
００/（絵本）

★
小低・

小中・小高
『えほん図鑑へんてこ！みずのぜつめつどうぶつ』/はた こうしろう・作/アリス館/２０１７．８/￥１
６００/（絵本）

小高・ＹＡ
『世界恐竜発見地図』（ちしきのぽけっと）/ヒサ クニヒコ・絵・文/岩崎書店/２０１７．５/￥１８５０/
（４５７．８７）

小低・小中
『さらさらもじゃもじゃかみのけのなぞ』（からだはすごいよ！）/まえだ みちこ・絵，植木 理恵・監
修/少年写真新聞社/２０１７．９/￥１８００/（絵本）

小低・小中
『カミカミもぐもぐげんきなは』（からだはすごいよ！）/高宮 麻紀・絵，丸山 進一郎・監修/少年写
真新聞社/２０１７．１０/￥１８００/（絵本）

小低・小中
『ムキムキだけじゃないぼくのきんにく』（からだはすごいよ！）/ミヤ ジュンコ・絵，岩間 徹・監修/
少年写真新聞社/２０１７．１２/￥１８００/（絵本）

★
小低・

小中・小高
『きゅうきゅうばこ  かがくのともの　けがのてあてのおべんきょう　新版』（かがくのとも絵本）/や
まだ まこと・ぶん，やぎゅう げんいちろう・え/福音館書店/２０１７．２/￥９００/（絵本）

小低・
小中・小高

『なるほど呼吸学  あいうべ体操で息育』/今井 一彰・著/少年写真新聞社/２０１７．９/￥１８００/
（４９８．３４）

小中
『おうちで学校で役にたつアレルギーの本　２～４』/赤澤 晃・監修/ＷＡＶＥ出版/２０１７．２～/２
～４全て￥２５００/（４９３．９３１）

小中・小高
『マルチアングル人体図鑑　１～３（全６巻）』/川島 晶子・文/ほるぷ出版/２０１７．８～/１～３全
て￥２８００/（４９１．１）

★ 小中・小高
『人体について知っておくべき１００のこと』（インフォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス）/ア
レックス・フリスほか・文，竹内 薫・訳・監修/小学館/２０１７．１１/￥１５００/（４９１．３）

小中・小高
『調べよう！知ろう！体とスポーツ　１～３（全３巻）』/稲葉 茂勝・企画・構成/ベースボール・マガ
ジン社/２０１７．１～/１～３全て￥２８００/（７８０．１９３）

小中・小高
『しくみがまるわかり！骨のビジュアル図鑑  自分の骨のすべてを知ろう！』/ベン・モーガンほか
・著，太田 てるみ・訳/岩崎書店/２０１７．１２/￥４０００/（４９１．３６６）

小高・YA
『きちんと知ろう！アレルギー　２～３（全３巻）』/坂上 博・著/ミネルヴァ書房/２０１７．１～/２～３
共に￥２８００/（４９３．９３１）

小高・YA
『シリーズ疫病の徹底研究　１～４』/こどもくらぶ・編集/講談社/１～４全て２０１７．２/１～４全て
￥２８００/（４９３．８）

小高・YA
『よくわかる薬物依存  乱用薬物の種類から自分を守る方法まで』（楽しい調べ学習シリーズ）/
阿部 和穂・著/ＰＨＰ研究所/２０１７．６/￥３０００/（３６８．８１）

■人体・健康

＜古生物・進化＞
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小中
『ベイリーとさっちゃん』/田村 朗さく，粟冠 ミカ・え，星野 真理・英訳/絵本「ベイリー物語」刊行実
行委員会/２０１７．１２/￥１６００/（絵本）

小中
『いやし犬まるこ  お年よりによりそう犬の物語』/輔老 心・著/岩崎書店/２０１７．１０/￥１３００/
（６４５．６）

小中・小高
『知ろう！学ぼう！障害のこと　１～７（全７巻）』/金の星社/２０１７．２～/１～７全て￥２８００/（３
７８）

小中・小高
『もっと知ろう！点字  点字の読み方から、歴史、最新技術まで』/日本点字図書館・監修/ポプラ
社/２０１７．４/￥２２００/（８０１．９１）

小中・小高
『髪がつなぐ物語』（文研じゅべにーる）/別司 芳子・著/文研出版/２０１７．１１/￥１３００/（３６
９．４９）

小中・小高

『ユニバーサルデザインＵＤがほんとうにわかる本  １　見る！知る！考える！　もののユニバー
サルデザイン（全３巻）』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/小石 新八・監修/六耀社/
２０１７．１１/￥２８００/（５０１．８３）

小中・小高
『光をくれた犬たち盲導犬の一生』（ノンフィクション知られざる世界）/今西 乃子・著/金の星社/２
０１７．９/￥１４００/（３６９．２７５）

小高
『よくわかるＬＧＢＴ  多様な「性」を理解しよう』（楽しい調べ学習シリーズ）/藤井 ひろみ・監修/Ｐ
ＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（３６７．９７）

★ 小高・YA 『介護というお仕事』（世の中への扉）/小山 朝子・著/講談社/２０１７．８/￥１３００/（３６９．２６）

小高・YA
『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　２　いのちと福祉のねだん（全６巻）』/藤田 千枝・編
/大月書店/２０１７．８/￥２０００/（３３７．８）

YA
『わたしらしく、ＬＧＢＴＱ　３～４（全４巻）』/ロバート・ロディほか・著，上田 勢子・訳/大月書店/３
～４共に２０１７．３/３～４共に￥２０００/（３６７．９７）

★ 小低
『和食のえほん』（たのしいちしきえほん）/江原 絢子・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．９/￥１６００/
（３８３．８１）

小低・
小中・小高

『つくりかたがよくわかるお料理教室　１～２（全５巻）』/かんちく たかこ・調理・文/岩崎書店/１～
２共に２０１７．１２/１～２共に￥２４００/（５９６）

小中・高
『イラストでわかる日本の伝統行事・行事食』/谷田貝 公昭・第１部監修，坂本 廣子・第２部著/
合同出版/２０１７．１/￥４６００/（３８６．１）

小中・高
『みんな大好き！カレー大百科　３～４（全４巻）』/森枝 卓士・監修/文研出版/２０１７．１～/３～
４共に￥２８００/（３８３．８）

小中・小高
『すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１３～１５』/宮崎 祥子・構成・文/岩崎書店/２０１７．１
～/１３～１５全て￥２２００/（６１９）

小中・小高
『こどもクッキングはじめてバイブル  ラクチン！おいしい！基本の料理トラの巻』（ワンダーライフ
スペシャル）/祐成 二葉・著/小学館/２０１７．７/￥１２５０/（５９６）

小中・小高
『カレーの教科書』（調べる学習百科）/石倉 ヒロユキ・編集/岩崎書店/２０１７．８/￥３６００/（３
８３．８）

小中・小高
『ミシンなしでかんたん！季節の手芸　春～冬』/Ｃ・Ｒ・Ｋ　ｄｅｓｉｇｎ・著/理論社/春～冬全て２０１
７．９/春～冬全て￥２８００/（５９４）

小中・小高
『ひとりでできるかな？はじめての家事　１　まずは、ごはんとみそしる（全５巻）』/家庭科教育研
究者連盟・編/大月書店/２０１７．９/￥２４００/（５９０）

■病気・心理・障害・福祉

■食べ物・料理・栄養・家事
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小中・小高
『フライパンで作るはじめてのごはん  うれしいジュ～ジュ～デビュー！』（ひとりでできる！Ｆｏｒ
Ｋｉｄｓ！！）/寺西 恵里子・著/日東書院本社/２０１７．１０/￥１１００/（５９６）

小中・小高
『はじめてのおやつ 作って楽しい！食べておいしい！もらってうれしい！』（ひとりでできる！Ｆｏｒ
Ｋｉｄｓ！！）/寺西 恵里子・著/日東書院本社/２０１７．１０/￥１１００/（５９６．６５）

小中・小高
『すみれちゃんのお片づけ１２カ月』/渡辺 ゆき・文，小林 キユウ・写真/岩崎書店/２０１７．１２/
￥１３００/（５９７．５）

小高・YA
『夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究』/小倉 ヒラク・文・絵/あかね書房/２０１７．６/
￥１０００/（５８８．５１）

YA
『食べるってどんなこと？  あなたと考えたい命のつながりあい』（中学生の質問箱）/古沢 広祐・
著/平凡社/２０１７．１１/￥１４００/（４９８．５）

YA
『カレーライスを一から作る  関野吉晴ゼミ』（ポプラ社ノンフィクション）/前田 亜紀・著/ポプラ社/
２０１７．１１/￥１２００/（６１０）

YA
『ニッポンの肉食  マタギから食肉処理施設まで』（ちくまプリマー新書）/田中 康弘・著/筑摩書房
/２０１７．１２/￥７８０/（３８３．８１）

小中・小高
『びちくでごはん  かんたんおいしい防災レシピ　保存版』/粕谷 亮美・文/子どもの未来社/２０１
７．１/￥１５００/（３６９．３）

小中・小高
『自然に学ぶくらし　１～３』/石田 秀輝・監修/さ・え・ら書房/２０１７．３～/１～３全て￥２８００/
（５０４）

★ 小中・小高
『みんなの命と生活をささえるインフラってなに？　１～４（全５巻）』/こどもくらぶ・編/筑摩書房/２
０１７．６～/１～４全て￥２８００/（５１０．９２１）

★ 小中・小高
『やさしく解説地球温暖化　１～２（全３巻）』/保坂 直紀・著/岩崎書店/２０１７．９～/１～２共に
￥３０００/（４５１．８５）

★ 小中・小高
『外来生物はなぜこわい？　１　外来生物ってなに？（全３巻）』/阿部 浩志ほか・著/ミネルヴァ
書房/２０１７．１２/￥２８００/（４６８）

小中・小高
『地球の危機をさけぶ生きものたち　１　海が泣いている（全３巻）』/藤原 幸一・写真・文/少年写
真新聞社/２０１７．１２/￥２５００/（５１９）

★ 小高
『ずかん海外を侵略する日本＆世界の生き物  見ながら学習調べてなっとく』/今泉 忠明・監修/
技術評論社/２０１７．８/￥２６８０/（４６８）

小低・小中
『パイロットのたまご　おしごとのおはなし パイロット』（シリーズおしごとのおはなし）/吉野 万理
子・作/講談社/２０１７．１１/￥１２００/（５３８）

小低・小中
『ゆめはまんが家！　おしごとのおはなし まんが家』（シリーズおしごとのおはなし）/小林 深雪・
作/講談社/２０１７．１１/￥１２００/（７２６．１０１）

小低・小中
『なないろランドのたからもの  おしごとのおはなし 保育士』（シリーズおしごとのおはなし）/井上
林子・作/講談社/２０１７．１２/￥１２００/（３７６．１４）

小低・小中
『なんでやねーん！　 おしごとのおはなし お笑い芸人』（シリーズおしごとのおはなし）/安田 夏
菜・作/講談社/２０１７．１２/￥１２００/（７７９．１４）

■環境

■職業・仕事・生きかた・伝記・研究

＜職業・仕事＞
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小低・
小中・小高 『はたらく』/長倉 洋海・著/アリス館/２０１７．９/￥１４００/（７４８）

小中・小高
『障がい者の仕事場を見に行く　１～４（全４巻）』/童心社/２０１７．２～/１～４全て￥２８００/（３
６６．２８）

小中・小高
『どうぶつ園のじゅうい　１～３（全３巻）』/植田 美弥・監修/金の星社/２０１７．２～/１～３全て
￥２５００/（４８０．７６）

小中・小高
『よくわかる病院  役割・設備からはたらく人たちまで』（楽しい調べ学習シリーズ）/梶 葉子・著/Ｐ
ＨＰ研究所/２０１７．５/￥３０００/（４９８．１６）

小中・小高
『よくわかる消防・救急  命を守ってくれるしくみ・装備・仕事』（楽しい調べ学習シリーズ）/坂口 隆
夫・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．６/￥３０００/（３１７．７９）

小中・小高
『お仕事ナビ  １１～１３』/お仕事ナビ編集室・編/理論社/２０１７．７～/１１～１３全て￥２８００/
（３６６．２９）

小高
『発見！会社員の仕事　１　キャリア教育に役立つ！　会社ってなんだ? （全３巻）』/大野 高裕・
監修/フレーベル館/２０１７．９/￥３３００/（３３５）

YA
『診療放射線技師の一日』（医療・福祉の仕事見る知るシリーズ）/ＷＩＬＬこども知育研究所・編著
/保育社/２０１７．７/￥２８００/（４９８．１４）

YA
『歯科衛生士の一日』（医療・福祉の仕事見る知るシリーズ）/ＷＩＬＬこども知育研究所・編著/保
育社/２０１７．９/￥２８００/（４９８．１４）

YA
『柔道整復師の一日』（医療・福祉の仕事見る知るシリーズ）/ＷＩＬＬこども知育研究所・編著/保
育社/２０１７．１０/￥２８００/（４９８．１４）

YA
『精神保健福祉士の一日』（医療・福祉の仕事見る知るシリーズ）/ＷＩＬＬこども知育研究所・編著
/保育社/２０１７．１２/￥２８００/（３６９．１７）

YA
『ブックデザイナー』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/スタジオ２４８・編著/六耀社/２
０１７．９/￥２６００/（０２２．５７）

YA
『空間デザイナー』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/スタジオ２４８・編著/六耀社/２０
１７．１２/￥２６００/（５２５．１）

小中・小高
『子どものためのニッポン手仕事図鑑  １００年後に残したい職人の技』/大牧 圭吾・監修/オーク
ラ出版/２０１７．９/￥２０００/（７５０．２１）

小中・小高
『日本の手仕事　１～３（全４巻）』/遠藤 ケイ・絵と文/汐文社/２０１７．９～/１～３全て￥２３００/
（５０２．１）

小中・小高
『企業内職人図鑑　１３　私たちがつくっています。  伝統工芸品　４』/こどもくらぶ・編/同友館/２
０１７．１１/￥２８００/（５０２．１）

小中・小高
『伝統工芸のきほん　１～２（全５巻）』/伝統工芸のきほん編集室・編/理論社/２０１７．１１～/１
～２共に￥２８００/（７５０．２１）

小中・小高
『珍獣ドクターのドタバタ診察日記  動物の命に「まった」なし！』（ポプラ社ノンフィクション）/田向
健一・著/ポプラ社/２０１７．８/￥１２００/（６４９．８１４）

小中・小高
『友情の輪パプアニューギニアの人たちと』（はじめてのノンフィクションシリーズ）/日野 多香子・
文/佼成出版社/２０１７．９/￥１３００/（４９８．０２７３６）

＜職人・手仕事＞

＜生き方・伝記＞
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小中・小高 『世界を救うパンの缶詰』/菅 聖子・文/ほるぷ出版/２０１７．１０/￥１４００/（５８８．９３）

小高
『命の意味命のしるし』（世の中への扉）/上橋 菜穂子・著，齊藤 慶輔・著/講談社/２０１７．１/
￥１２００/（９１０．２６８）

小高
『ｉＰＳ細胞を発見！山中伸弥物語  折れない心で希望をつなぐ！』（ＰＨＰ心のノンフィクション）/
上坂 和美・著/ＰＨＰ研究所/２０１７．２/￥１４００/（２８９．１）

小高
『ニュートリノの謎を解いた梶田隆章物語』（ＰＨＰ心のノンフィクション）/山本 省三・著/ＰＨＰ研究
所/２０１７．４/￥１４００/（２８９．１）

小高
『ひらけ蘭学のとびら  『解体新書』をつくった杉田玄白と蘭方医たち』/鳴海 風・著/岩崎書店/２
０１７．５/￥１５００/（２８９．１）

★ 小高・YA 『危機の現場に立つ』/中満 泉・著/講談社/２０１７．７/￥１４００/（３２９．３３）

小高・YA
『Ｍｒ．トルネード  航空事故を激減させた気象学者藤田哲也』/佐々木 健一・著/小学館/２０１
７．８/￥１２５０/（２８９．１）

小高・YA
『咸臨丸にかけた夢  幕末の数学者・小野友五郎の挑戦』/鳴海 風・作/くもん出版/２０１７．１０/
￥１５００/（２８９．１）

★ 小高・YA 『世界は変形菌でいっぱいだ』/増井 真那・著/朝日出版社/２０１７．１１/￥１８００/（４７３．３７）

小高・YA
『イサム・ノグチ物語  「遊び」は芸術だ！』/めら かよこ・著/未知谷/２０１７．１２/￥１６００/（７１
２．５３）

YA
『甘くてかわいいお菓子の仕事  自分流・夢の叶え方』（１４歳の世渡り術）/ＫＵＮＩＫＡ・著/河出書
房新社/２０１７．３/￥１３００/（２８９．１）

YA
『建築という対話  僕はこうして家をつくる』（ちくまプリマー新書）/光嶋 裕介・著/筑摩書房/２０１
７．５/￥８８０/（５２３．１）

YA 『わたしのカブトムシ研究』/小島 渉・著/さ・え・ら書房/２０１７．２/￥１３００/（４８６．６）

YA
『マンボウのひみつ』（岩波ジュニア新書）/澤井 悦郎・著/岩波書店/２０１７．８/￥１０００/（４８
７．７６８）

YA 『わたしのクマ研究』/小池 伸介・著/さ・え・ら書房/２０１７．８/￥１３００/（４８９．５７）

YA
『農学が世界を救う！  食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦』（岩波ジュニア新書）/生源寺 眞
一ほか・編著/岩波書店/２０１７．１０/￥８２０/（６１０．１）

小低・
小中・小高

『イクバル  命をかけて闘った少年の夢』/キアーラ・ロッサーニ・文，ビンバ・ランドマン・絵，関口
英子・訳/西村書店/２０１７．９/￥２２００/（絵本）

小低・
小中・小高

『チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる』/ジェニファー・サームズ・作，まつむら ゆりこ・訳/廣済
堂あかつき/２０１７．９/￥１８００/（絵本）

小低・
小中・小高

『マララのまほうのえんぴつ』/マララ・ユスフザイ・作，キャラスクエット・絵，木坂 涼・訳/ポプラ社
/２０１７．１２/￥１５００/（絵本）

＜研究・研究内容＞

＜絵本伝記＞
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小中・小高
『６この点  点字を発明したルイ・ブライユのおはなし』/ジェン・ブライアント・文，ボリス・クリコフ・
絵，日当 陽子・訳/岩崎書店/２０１７．８/￥１７００/（絵本）

小中・小高
『ル・コルビュジエ  建築家の仕事』（ＳＵＥＭＯＲＩ　ＣＨＩＥＫＯ　ＢＯＯＫＳ）/フランシーヌ・ブッシェ
ほか・作，小野塚 昭三郎・訳/現代企画室/２０１７．１０/￥２０００/（５２３．３５）

小中・小高
『ぼくは発明家  アレクサンダー・グラハム・ベル』/メアリー・アン・フレイザー・作，おびか ゆうこ・
訳/廣済堂あかつき/２０１７．１１/￥１６００/（絵本）

小高
『発明家になった女の子マッティ』/エミリー・アーノルド・マッカリー・作，宮坂 宏美・訳/光村教育
図書/２０１７．９/￥１４００/（絵本）

小高
『図書館を心から愛した男  アンドリュー・カーネギー物語』（ＲＩＫＵＹＯＳＨＡ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ
Ｂｏｏｋｓ）/アンドリュー・ラーセン・文，カティ・マレー・絵，志多田 静・訳/六耀社/２０１７．１０/￥１
５００/（絵本）

小中・小高
『道具からみる昔のくらしと子どもたち　４～６（全６巻）』/須藤 功・編/農山漁村文化協会/４～６
全て２０１７．２/４～６全て￥２５００/（３８２．１）

★ 小中・小高
『アイスクリームが溶けてしまう前に  家族のハロウィーンのための連作』/小沢健二と日米恐怖
学会・著/福音館書店/２０１７．９/￥１４００/（３８６．５３）

小中・小高 『文様えほん』/谷山 彩子・作/あすなろ書房/２０１７．９/￥１４００/（７２７）

小中・小高 『数え方のえほん』/高野 紀子・作/あすなろ書房/２０１７．１０/￥１４００/（８１５．２）

★ 小中・小高
『たのしいローマ数字』/デビッド・Ａ．アドラー・文，エドワード・ミラー・絵，千葉 茂樹・訳/光村教
育図書/２０１７．１１/￥１４００/（絵本）

小中・小高
『アジアの道案内　トルコ　まちの市場で買いものしよう』/鈴木 郁子・文・写真 /玉川大学出版部
/２０１７．７/￥２５００/（２９２）

小中・小高
『アジアの道案内　南インド　ひよっこダンサー、はじめの一歩』/井生 明・文・写真/玉川大学出
版部/２０１７．７/￥２５００/（２９２）

小中・小高
『アジアの道案内　中国　トントンの西安遊記』/張 武静ほか・文・写真/玉川大学出版部/２０１
７．７/￥２５００/（２９２）

小中・小高
『すごいね！みんなの通学路  世界に生きる子どもたち』/ローズマリー・マカーニー・文，西田 佳
子・訳/西村書店/２０１７．７/￥１５００/（絵本）

小中・小高
『日本全国祭り図鑑　西日本編　これで君も祭りの達人！（全２巻）』/芳賀 日向・監修/フレーベ
ル館/２０１７．１０/￥４５００/（３８６．１）

小高
『ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば　１～４　英語・中国語・ポルトガル語・フィリピノ語
（全５巻）』/柳下 則久・総監修/文研出版/２０１７．８～/１～４全て￥２８００/（８１０．７）

★ 小高
『イスラームってなに？　シリーズ１～２（全４巻）』/長沢 栄治・監修/かもがわ出版/２０１７．９～
/１～２共に￥２５００/（３０２．２７）

小高
『イスラム世界やさしいＱ＆Ａ』（世の中への扉）/岩永 尚子・著/講談社/２０１７．１０/￥１２００/
（１６７）

★ 小高
『シリーズ知ってほしい！世界の子どもたち  １～２　その笑顔の向こう側』/米倉 史隆・写真・文/
新日本出版社/２０１７．１０～/１～２共に￥２５００/（３６７．６）

小高・YA
『中国の歴史★現在がわかる本　第１期１～第２期１（第１期全３巻・第２期全３巻）』/かもがわ出
版/２０１７．２～/第１期１～第２期１全て￥２８００/（２２２．０１）

■国際理解・習慣と宗教・世界の言葉
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小高・YA
『見て読んでよくわかる！日本語の歴史　１～２（全４巻）』/倉島 節尚・著/筑摩書房/２０１７．１０
～/１～２共に￥２８００/（８１０．２）

★ 小高・YA
『日本の島じま大研究　１・３（全３巻）』/稲葉 茂勝・著/あすなろ書房/２０１７．１１～/１・３共に
￥２８００/（２９１）

小中・小高

『みんなが知りたい！世界と日本の「戦争遺産」戦跡から平和を学ぶ本  戦いによる「負の遺産」
を心に刻み争いのない世界への想いをあらたに！』（まなぶっく）/歴史学習研究会・著/メイツ出
版/２０１７．６/￥１６００/（２０９）

小中・小高
『日本の戦争と動物たち　１　戦場に連れていかれた動物たち（全３巻）』/東海林 次男・著/汐文
社/２０１７．１１/￥２６００/（２１０．７４）

小高・YA
『近代日本移民の歴史　４　ビジュアル版　アジア～満州・東南アジア（全４巻）』/「近代日本移民
の歴史」編集委員会・編/汐文社/２０１７．２/￥３０００/（３３４．５１）

小高・YA
『正義の声は消えない  反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たち』/ラッセル・フリードマン・著，渋谷
弘子・訳/汐文社/２０１７．７/￥１５００/（２３４．０７４）

小高・YA
『いのちは贈りもの  ホロコーストを生きのびて』（海外文学コレクション）/フランシーヌ・クリストフ
・著，河野 万里子・訳/岩崎書店/２０１７．７/￥１６００/（９５６）

小高・YA 『お船がかえる日  チョプラン漂流記』/小林 豊・文・絵/岩波書店/２０１７．７/￥１８００/（絵本）

小高・YA
『城！　１巻　１０５　弥生時代のむらから、豊臣秀吉の天下統一まで（全２巻）』/日本城郭協会・
監修/フレーベル館/２０１７．１２/￥４５００/（５２１．８２３）

小高・YA
『わくわく！探検れきはく日本の歴史　３　近世（全５巻）』/国立歴史民俗博物館・編/吉川弘文館
/２０１７．１０/￥１０００/（２１０．１）

YA
『ナビラとマララ  「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女』/宮田 律・著/講談社/２０１７．３/
￥１２００/（２８９．２）

★ YA
『１４歳からのパレスチナ問題  これだけは知っておきたいパレスチナ・イスラエルの１２０年』/奈
良本 英佑・著/合同出版/２０１７．６/￥１４８０/（２２７．９９）

YA
『歴史に「何を」学ぶのか』（ちくまプリマー新書）/半藤 一利・著/筑摩書房/２０１７．８/￥８８０/
（２１０）

小中・小高
『１０歳から読める・わかるいちばんやさしい日本国憲法』/南野 森・監修/東京書店/２０１７．１０
/￥１２８０/（３２３．１４）

小高・ＹＡ
『今こそ知りたい！三権分立　１～３（全３巻）』/こどもくらぶ・編/あすなろ書房/２０１７．１～/１～
３全て￥３３００/（３２３．１４）

小高・ＹＡ
『日本国憲法ってなに？　１～５（全５巻）』/伊藤 真・著/新日本出版社/２０１７．４～/１～５全て
￥３０００/（３２３．１４）

小高 『税金の大事典』/神野 直彦・監修/くもん出版/２０１７．１/￥５０００/（３４５）

■憲法・法律・政治

■経済・税金

■歴史・出来事・戦争と平和
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★ 小高・ＹＡ
『シリーズ・貧困を考える　１～３（全３巻）』/稲葉 茂勝・著/ミネルヴァ書房/２０１７．１～/１～３全
て￥１８００/（３６８．２）

★ 小高・ＹＡ
『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　１　自然と生きもののねだん（全６巻）』/藤田 千枝・
編/大月書店/２０１７．６/￥２０００/（３３７．８）

★ 小高・ＹＡ
『考えよう！子どもの貧困  なぜ生じる？なくす方法は？』（楽しい調べ学習シリーズ）/中嶋 哲彦
・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．９/￥３０００/（３６９．４）

小高・ＹＡ
『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　３　くらしと教育のねだん（全６巻）』/藤田 千枝・編/
大月書店/２０１７．１０/￥２０００/（３３７．８）

YA
『お金ってなんだろう？  あなたと考えたいこれからの経済』（中学生の質問箱）/長岡 慎介・著/
平凡社/２０１７．５/￥１４００/（３３０）

YA
『新しい時代のお金の教科書』（ちくまプリマー新書）/山口 揚平・著/筑摩書房/２０１７．１２/￥７
８０/（３３７）

小低・小中
『種子島ロケット打ち上げ  組み立てから飛びたつまでパノラマページつき！』（たんけん絵本）/
濱 美由紀・作画/小学館/２０１７．１１/￥１５００/（絵本）

★ 小中・小高
『ロケット発射場の一日』（講談社の創作絵本）/いわた 慎二郎・作・絵/講談社/２０１７．７/￥１４
００/（絵本）

小高 『車いすはともだち』（世の中への扉）/城島 充・著/講談社/２０１７．３/￥１２００/（５３６．８４）

小低・小中
『はたらく車ずかん　１～３』/スタジオタッククリエイティブ/１～３全て２０１７．８/１～３全て￥２５０
０/（５３７．９）

小低・
小中・小高

『新幹線大集合！スーパー大百科』/山崎 友也・監修/成美堂出版/２０１７．７/￥１２００/（５３
６．５）

小中・小高
『地図でよくわかる鉄道大百科  ＪＲ私鉄全線』/ＪＴＢパブリッシング/２０１７．８/￥１４００/（６８
６．２１）

小中・小高
『列車で行こう！　ＪＲ全路線図鑑』/櫻井 寛・写真・文/世界文化社/２０１７．８/￥３２００/（６８
６．２１）

小中・小高
『とうきょうの電車大百科  首都圏を走るカラフルな電車たち』/旅と鉄道編集部・編/天夢人/２０
１７．１２/￥１２００/（６８６．２１３６）

小中・小高
『探検！世界の駅  くらしと文化が見えてくる』（楽しい調べ学習シリーズ）/谷川 一巳・監修/ＰＨ
Ｐ研究所/２０１７．１２/￥３０００/（６８６．５３）

小高・YA
『ビジュアル日本の鉄道の歴史　１～３（全３巻）』/梅原 淳・著/ゆまに書房/２０１７．４～/１～３
全て￥２８００/（６８６．２１）

小中・小高
『障がい者スポーツ大百科  ２～４　大きな写真でよくわかる』/大熊 廣明・監修/六耀社/２０１７．
１～/２～４全て￥２８００/（７８０）

■技術・産業

■のりもの・交通

■スポーツ
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小中・小高 『オリンピック大事典』/和田 浩一・監修/金の星社/２０１７．２/￥３８００/（７８０．６９）

小中・小高 『パラリンピック大事典』/和田 浩一・監修/金の星社/２０１７．３/￥３８００/（７８０．６９）

小中・小高
『ＮＥＷスポーツを学ぼう！  １～２　どうやって生まれた？どんなスポーツ？どこがおもしろい？』
/高橋 義雄・監修/ベースボール・マガジン社/２０１７．１１～/１～２共に￥２８００/（７８０）

★ 小高
『オリンピック・パラリンピック大百科　別巻　リオから東京へ（全７別１巻）』/日本オリンピック・ア
カデミー・監修/小峰書店/２０１７．１０/￥３０００/（７８０．６９）

小高・YA
『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　４　スポーツと楽しみのねだん（全６巻）』/藤田 千
枝・編/大月書店/２０１７．１２/￥２０００/（３３７．８）

小高・YA
『親子で学ぶサッカー世界図鑑』（ＥＬＧＯＬＡＺＯ　ＢＯＯＫＳ）/サッカー新聞エル・ゴラッソ・編集/
スクワッド/２０１７．１２/￥２２００/（７８３．４７）

小低・
小中・小高 『鳥の巣つくろう』/鈴木 まもる・著/岩崎書店/２０１７．４/￥１０００/（４８８．１）

小低・
小中・小高

『うごくおもちゃをつくろう！　１～３（全３巻）』/Ｋ＆Ｂ　ＳＴＵＤＩＯ・作/あかね書房/１～３全て２０１
７．３/１～３全て￥３０００/（７５０）

小低・
小中・小高

『コロコロドミノ装置　図書館版』（Ｋｉｄｓ工作ＢＯＯＫ）/野出 正和・著/いかだ社/２０１７．４/￥２３
００/（７５０）

小低・
小中・小高

『なりきり！ＹｏｕＴｕｂｅｒ実験小学生  自由研究まとめつき』/左巻 健男・監修/学研プラス/２０１
７．７/￥９８０/（４０７）

小低・
小中・小高

『でんじろう先生のおもしろ科学実験室　２～５』/米村 でんじろう・監修/新日本出版社/２０１７．
７～/￥３２００/（４０７）

小低・
小中・小高

『マンガでわかるかんたん！たのしい理科実験・工作　１～３（全３巻）』/滝川 洋二・監修/岩崎書
店/２０１７．９～/１～３全て￥３２００/（４０７）

小低・
小中・小高

『決定版工作大図鑑  自分で作って楽しく遊べる！生きる力・考える力が育つ！』/かざま りんぺ
い・著/主婦の友社/２０１７．７/￥１５８０/（７５０）

小低・
小中・小高

『超カンタン！トリック工作ＢＯＯＫ  ビックリ立体が手作りできる！』/杉原 厚吉・監修/主婦と生
活社/２０１７．７/￥１１００/（７５４．９）

小低・
小中・小高

『トリックアートハロウィーン』（トリックアートアドベンチャー）/北岡 明佳・監修/あかね書房/２０１
７．８/￥１３００/（１４５．５）

小低・
小中・小高

『楽しいハロウィン工作　１～３　魔女やおばけに変身！（全３巻）』/いしかわ まりこ・作/汐文社/
２０１７．９～/１～３全て￥２４００/（７５０）

小低・
小中・小高

『恐竜のおりがみ  子供も大人もリアルな仕上がりを楽しめる』（おりがみランド＋）/川畑 文昭・
著/誠文堂新光社/２０１７．７/￥１５００/（７５４．９）

小低・
小中・小高

『動物のおりがみ  子供も大人もリアルな仕上がりを楽しめる』（おりがみランド＋）/川畑 文昭・
著/誠文堂新光社/２０１７．８/￥１５００/（７５４．９）

小低・
小中・小高

『みんながたのしくなる影絵の世界　１　つくってみよう！いろいろな影の形（全３巻）』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈ
ａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/影絵人形劇団みんわ座・監修・著/六耀社/２０１７．１０/￥２８
００/（７７７．８）

■伝統遊び

■科学遊び・工作
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小低・
小中・小高

『あそぼう、あやとり』（こどもチャレンジシリーズ）/野口 とも・監修/ベースボール・マガジン社/２
０１７．１１/￥１５００/（７９８）

小中・小高 『人形』/是澤 博昭・著/文溪堂/２０１７．２/￥１６００/（７５９）

小中・小高 『おはじき』/東京おもちゃ美術館・監修・文/文溪堂/２０１７．３/￥１６００/（７９８）

小高・YA 『折り紙学  起源から現代アートまで』/西川 誠司・著/今人舎/２０１７．５/￥２２００/（７５４．９）

小中・小高
『ディベートをやろう！  論理的に考える力が身につく』（楽しい調べ学習シリーズ）/全国教室ディ
ベート連盟・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．１２/￥３０００/（８０９．６）

小高・YA 『君たちはどう生きるか』/吉野 源三郎・著/マガジンハウス/２０１７．８/￥１３００/（１５９．５）

小高・YA
『話し方ひとつでキミは変わる』（心の友だち）/福田 健・著/ＰＨＰ研究所/２０１７．８/￥１２００/
（８０９．２）

YA
『中学生の悩みごと  だれもが直面することだけど人には言えない』/高濱 正伸ほか・著/実務教
育出版/２０１７．９/￥１３００/（１５９．７）

YA
『おおきく考えよう  人生に役立つ哲学入門』/ペーテル・エクベリ・作，枇谷 玲子・訳/晶文社/２０
１７．１０/￥１５００/（１３０）

YA
『人生を豊かにする学び方』（ちくまプリマー新書）/汐見 稔幸・著/筑摩書房/２０１７．１０/￥７８
０/（００２）

小中・小高
『よくわかるネット依存  心身への影響から予防策まで』（楽しい調べ学習シリーズ）/遠藤 美季・
監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．７/￥３０００/（００７．３）

小中・小高
『窓をひろげて考えよう  体験！メディアリテラシー』/下村 健一・著/かもがわ出版/２０１７．７/
￥２８００/（３６１．４５３）

小中・小高

『アルゴリズムえほん　１～２　プログラミングを学ぶ前に読む　考える力・問題を解決する力・より
よく行動する意欲が身につく！（全４巻）』/松田 孝・監修/フレーベル館/２０１７．９～/１～２共に
￥２８００/（００７．６４）

小中・小高
『気をつけよう！情報モラル　４　個人情報漏洩・拡散編（第２期全３巻）』/原 克彦・監修/汐文社
/２０１７．１２/￥２４００/（００７．３）

小高
『プログラミングとコンピュータ  しくみと基本がよくわかる！』（楽しい調べ学習シリーズ）/大岩 元
・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．１２/￥３０００/（００７．６）

小高
『プログラミングについて調べよう』（調べる学習百科）/川崎 純子・文/岩崎書店/２０１７．１２/
￥３６００/（００７．６）

YA
『１０代からのプログラミング教室  できる！わかる！うごく！』（１４歳の世渡り術）/矢沢 久雄・著
/河出書房新社/２０１７．１２/￥１３００/（００７．６４）

■哲学・人生訓

■情報・ＰＣ・プログラミング・ロボット・ＡＩ

＜情報・プログラミング＞
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小中・小高
『ロボット図鑑  はたらくロボット大集合！』/クライブ・ギフォード・著，定木 大介・訳/東京書籍/２
０１７．１０/￥１６８０/（５４８．３）

小中・小高
『社会でがんばるロボットたち　１～２（全３巻）』/佐藤 知正・監修/鈴木出版/２０１７．１０～/１～
２共に￥３０００/（５４８．３）

★ 小中・小高
『よくわかる人工知能  何ができるのか？社会はどう変わるのか？』（楽しい調べ学習シリーズ）/
松尾 豊・監修/ＰＨＰ研究所/２０１７．１２/￥３０００/（００７．１３）

小中・小高
『小学生のための便利な音楽辞典』/シンコーミュージック・エンタテイメント/２０１７．１１/￥１５０
０/（７６０．３３）

小中・小高
『すごいぞ！ニッポン美術』（直感こども美術館）/結城 昌子・文/西村書店/２０１７．１１/￥２４０
０/（７０２．１）

★ 小中・小高
『鳥獣戯画を読みとく』（調べる学習百科）/五味 文彦・監修/岩崎書店/２０１７．１１/￥３６００/
（７２１．２）

小高・YA
『はじめての浮世絵  １～３　世界にほこる日本の伝統文化（全３巻）』/深光 富士男・著/河出書
房新社/１～３全て２０１７．１/１～３全て￥２８００/（７２１．８）

小高・YA
『ゴシック美術って、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・
編/六耀社/２０１７．７/￥１８００/（７０２．０４）

小高・YA
『ロマン主義って、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・編
/六耀社/２０１７．８/￥１８００/（７０２．０６）

小高・YA
『写実主義って、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・編/
六耀社/２０１７．９/￥１８００/（７０２．０６）

小高・YA
『印象派って、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・編/六
耀社/２０１７．１０/￥１８００/（７０２．０６）

小高・YA
『キュビスムって、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・編
/六耀社/２０１７．１１/￥１８００/（７０２．０７）

小高・YA
『モダニズムって、なんだろう？』（Ｒｉｋｕｙｏｓｈａ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　＆　ＹＡ　Ｂｏｏｋｓ）/ケイト・リッグス・編
/六耀社/２０１７．１２/￥１８００/（７０２．０７）

小高・YA
『美術ってなあに？  “なぜ？”から広がるアートの世界』/スージー・ホッジ・著，小林 美幸・訳/河
出書房新社/２０１７．９/￥１９００/（７００）

小高・YA
『日本の城  ビジュアル事典』/古舘 明廣・文・構成/岩崎書店/２０１７．９/￥６０００/（５２１．８２
３）

小高・YA
『仏像なんでも事典  修学旅行・事前学習』/大谷 徹奘・監修/理論社/２０１７．１１/￥３８００/（７
１８）

★ 小高・YA
『漫画から学ぶ生きる力　サバイバル編』/宮川 総一郎・監修/ほるぷ出版/２０１７．１/￥３０００/
（１５９．５）

小高・YA
『漫画から学ぶ生きる力　医療編』/宮川 総一郎・監修/ほるぷ出版/２０１７．２/￥３０００/（１５
９．５）

■漫画

＜ロボット・ＡＩ＞

■美術・音楽・建築・芸術
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小高・YA
『漫画から学ぶ生きる力　動物編』/宮川 総一郎・監修/ほるぷ出版/２０１７．３/￥３０００/（１５
９．５）

小高・YA
『漫画君たちはどう生きるか』/吉野 源三郎・原作，羽賀 翔一・漫画/マガジンハウス/２０１７．８/
￥１３００/（１５９．５）

★ 小高・YA
『マンガの歴史　１』（岩崎調べる学習新書）/みなもと 太郎・著/岩崎書店/２０１７．８/￥１０００/
（７２６．１０１）

小低・
小中・小高

『恐竜　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/小林 快次・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/（４
５７．８７）

小低・
小中・小高

『植物　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/天野 誠ほか・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/
（４７０．３８）

小低・
小中・小高

『昆虫　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/養老 孟司 ・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/
（４８６．０３８）

小低・
小中・小高

『魚　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/福井 篤・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/（４８７．
５）

小低・
小中・小高

『は虫類・両生類　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/矢部 隆ほか・監修/講談社/２０１７．２/
￥２０００/（４８７．９）

小低・
小中・小高

『鳥　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/川上 和人・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/（４８
８．０３８）

小低・
小中・小高

『動物　堅牢版』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/山極 寿一・監修/講談社/２０１７．２/￥２０００/（４
８９．０３８）

小低・
小中・小高

『手のひら図鑑　９～１２』/伊藤 伸子・訳/化学同人/９～１２全て２０１７．４/９～１２全て￥１３０
０/（４０８）

★
小低・

小中・小高
『親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑  レッツ！データサイエンス』/渡辺 美智子・監修/日本図書
センター/２０１７．４/￥２４００/（４１７）

小低・
小中・小高 『古生物』（学研の図鑑ＬＩＶＥ）/加藤 太一・監修/学研プラス/２０１７．７/￥２２００/（４５７．０３８）

小低・
小中・小高

『危険生物』（小学館の図鑑ＮＥＯ）/塩見 一雄ほか・指導・執筆/小学館/２０１７．６/￥２０００/
（４８０．３８）

小低・
小中・小高

『深海の生きもの』（講談社の動く図鑑ＥＸ　ＭＯＶＥ）/奥谷 喬司・監修/講談社/２０１７．６/￥１６
００/（４８１．７４）

★
小低・

小中・小高
『両生類・はちゅう類　新版』（小学館の図鑑ＮＥＯ）/松井 正文ほか・監修・執筆/小学館/２０１
７．６/￥２０００/（４８７．８）

小低・
小中・小高

『古代文明のふしぎ』（講談社の動く図鑑ＷＯＮＤＥＲ　ＭＯＶＥ）/実松 克義ほか・監修/講談社/２
０１７．６/￥１９００/（２０９．３）

小低・
小中・小高

『深海生物』（学研の図鑑ＬＩＶＥ）/武田 正倫・総監修/学研プラス/２０１７．７/￥２２００/（４８１．７
４）

小低・
小中・小高 『なぜ？の図鑑　科学マジック』/藤嶋 昭・監修/学研プラス/２０１７．７/￥１９００/（４０７）

小低・
小中・小高

『科学の実験大図鑑  理系アタマがぐんぐん育つ』/ロバート・ウィンストン・著，西川 由紀子・訳/
新星出版社/２０１７．７/￥２４００/（４０７）

小低・
小中・小高

『世界の乗りもの大図鑑』/クライブ・ギフォード・著，日暮 雅通・訳/河出書房新社/２０１７．７/
￥３６００/（５３６）

■図鑑
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小低・
小中・小高 『世界のくるま図鑑２５００』/スタジオタッククリエイティブ/２０１７．８/￥２２００/（５３７．９）

小低・
小中・小高 『なぜ？の図鑑　からだ』/阿部 和厚・監修/学研プラス/２０１７．９/￥１９００/（４９１．３）

小低・
小中・小高

『犬がおうちにやってきた！』（学研の図鑑ＬＩＶＥ）/井原 亮・監修/学研プラス/２０１７．９/￥１２０
０/（６４５．６）

小低・
小中・小高

『ねこがおうちにやってきた！』（学研の図鑑ＬＩＶＥ）/山本 宗伸・監修/学研プラス/２０１７．９/
￥１２００/（６４５．７）

小低・
小中・小高

『算数の図鑑  小学生のうちに伸ばしたい数＆図形センスをみがく』/キャロル・ヴォーダマン・
著，松原 麻実・日本語版翻訳/誠文堂新光社/２０１７．９/￥２８００/（４１０）

小低・
小中・小高 『世界の国ぐに  キッズペディア』/小学館/２０１７．１１/￥３９００/（２９０）

★
小低・

小中・小高
『きのこ　改訂版』（小学館の図鑑ＮＥＯ）/保坂 健太郎ほか・監修・執筆/小学館/２０１７．１２/
￥２０００/（４７４．８５）

小低・
小中・小高

『乗りもの』（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ）/種山 雅夫ほか・監修/講談社/２０１７．１１/￥２０００/
（５３６．０３８）

小低・
小中・小高

『星・星座』（学研の図鑑ＬＩＶＥ）/藤井 旭・監修・執筆/学研プラス/２０１７．１２/￥２２００/（４４３．
８）

★ 小高・YA
『深読み！絵本「せいめいのれきし」 』（岩波科学ライブラリー）/真鍋 真・著/岩波書店/２０１７．
４/￥１５００/（４５７）

小高・YA
『今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ ２』/金原 瑞人ほか・監修/ポプラ社/２
０１７．１１/￥１８００/（０１９．５）

YA
『短歌は最強アイテム  高校生活の悩みに効きます』（岩波ジュニア新書）/千葉 聡・著/岩波書
店/２０１７．１１/￥８６０/（３７０）

■読書案内など
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公益財団法人図書館振興財団 

第１８回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１７年 講演録 

■ノンフィクションの部■ 

 

講演：科学読物研究会 新刊研究会  竹田 裕子 

 

■２０１７年のノンフィクションの傾向 

科学読物研究会 新刊研究会の竹田裕子です。 

 レジュメの冒頭でも箇条書きにまとめましたが、２０１７年のノンフィクションで一番目立った

ことは、学校及び学校図書館向けの出版が多かったということです。これは前年も同様でした。 

 調べ学習向きの本は説明が詳しくなっていく傾向があり、それに伴って内容も難しくなっていく

ために高学年向きとなり、相対的に低学年向けの本が少なくなっています。 

 一方で低・中学年向けの写真・科学・伝記などの本を絵本の形態で出版する傾向も見られます。

分類上、結果的に絵本となっただけかもしれませんが。その中でも伝記絵本は目立って多く出てい

ます。 

 また、雑学的にまとめた本も多数あり、今回図書リストには入れていませんが２０１４年９月に

出た大型絵本『マップス 新・世界図絵』（徳間書店）のヒット以来、大型の博物学や地図の本も

ぽつぽつと間を置いて出版されているほか、ベストセラーとなった『ざんねんないきもの事典 お

もしろい！進化のふしぎ 正～続々』（高橋書店，２０１６年５月～２０１８年５月刊）のような

ソフトカバーの本も目立ちました。このように雑学的にまとめた本が増えてきたのは、データや伝

えたいポイントだけを集めることで読者の見方・使い方に任せることができるし、問題意識や主義

主張が入らないので、世の中の話題性に関係なく雑多な知識を求めて読んでもらえるという利点が

あるためではないでしょうか。 

 

動物や昆虫の本も、色々な視点からまとめられた本が多かったように思います。 

「人体」をテーマにした本は、健康・栄養・睡眠・運動など学校でも様々な面からアプローチし

て学習できるようになってきています。それらの分野の研究が進んだことの結果であるように思い

ます。また、超高齢社会ということもあり高齢者の健康や介護に関する研究も進んでいることから、

それらに関連した子ども向けの本も出版されています。 

 

ＬＧＢＴは最近では理解が広まってきている印象がありますが、一昨年私が「子どもの本 ２０

１５年」でノンフィクションの部を担当した時はまだ、これらの本をそのまま図書館の棚には置き

にくい雰囲気がありました。保健室の先生に話して必要に応じて紹介していただいたり、保健室に

置いてもらって様子を見るという感じでしたが、現在では図書館の棚に置くことができるようにな

ったと思います。ＬＧＢＴをテーマとした本自体も、分かりやすく説明してある本が増えてきてい

るし、ジャンルやグレードにも広がりが見られます。 

 

東日本大震災から７年経ちましたが、「環境」を取り扱った子ども向けの本は震災後６年頃まで

あまり出版されませんでした。放射能汚染などの問題が絡むために、出版しにくい状況であったの

ではないかと思います。しかし最近では震災や放射能、原発事故なども含め、これらについてもき
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ちんと説明した本が増えています。 

 

 キャリア教育の本は対象が低年齢化して、２～３年前から物語・フィクションを絡めて説明した

本が出版されるようになってきましたが、現在もその傾向が続いています。図書リストでも「職業・

仕事」「職人・手仕事」「生き方・伝記」など項目を分けましたが、これらを全て合わせるとリスト

内でもかなりの割合を占めています。 

 

 国際理解に関する本も多く、特にイスラム教やその文化に関する本の出版が目立ちました。フィ

クションでも中心的なテーマではなくても、イスラムに関連する登場人物が配されていたり事柄に

ついて触れている作品が目につきました。また中国も現在様々な意味で注目されていて、避けては

通れないテーマとなっていると思います。中国について触れた本もいくつか出版されています。 

 現在、世界情勢は複雑ですが、一昨年「子どもの本２０１５」で私が発表を行った時は「戦後７

０年」だったということもあり、戦争に関する本が非常に多かったのですが、今年はかなり減りま

した。憲法、法律、政治などのテーマを扱った本も少なかった印象があります。 

 

最後に図鑑です。いわゆる「調べ学習」の手順は「参考図書」と言われる百科事典や図鑑で大ま

かに調べた後、専門書で詳しく調べるというものですが、近年学校でもＰＣやタブレット端末が広

く普及しために「参考図書」で調べるプロセスのほとんどが、紙媒体ではなくＰＣなどによるもの

となっています。そのため、一昨年発表させていただいた際も「参考図書」としての図鑑というよ

りは、今までとは違う切り口から見たり読んだりして楽しむ図鑑が増えてきたとお話しました。子

どもたちの中には、図鑑を読むのが好きという子もかなりいます。図書リストを見ていただくとわ

かると思いますが、２０１７年には図鑑が結構たくさん出版されています。「調べ学習」用のもの

もありますが、むしろ好奇心を刺激するすごく詳しいものや楽しんで読める図鑑が出ているように

思います。ある出版社では項目ごとに並べて写真や絵を掲載し、詳しい解説を載せるという従来の

図鑑のスタイルに戻して出版したり、ＤＶＤやグラビアの絵の面白さを楽しんでもらう工夫をして、

読んで見て楽しめる図鑑を目指しているという話も聞きました。 

 

■科学一般 

それぞれの本の紹介に入ります。最初に、「科学一般」でまとめました。 

その中から紹介するのは、図鑑『科学の歴史』です。時代と共に文明や科学がどのように発展して

いったかを、年表形式で分かりやすく説明しています。始まりは３００万年前～紀元前８００年

「“科学”が生まれる前」まで遡り、農業や金属加工の始まりなど様々な物事について、時代を追

って見ていくことができるところが面白いです。アリストテレスやガリレオ・ガリレイなど有名な

科学者たちも合わせて紹介するほか、イクチオサウルスの完全骨格をみつけた「化石ハンター」メ

アリー・アニングなど（ｐ．１１５）や世界初のコンピュータープログラムを書いたと言われるエ

イダ・ラブレース（ｐ．１２７）などについても触れています。エイダ・ラブレースについては、

評論社から『世界でさいしょのプログラマー』（２０１７年５月刊）という絵本が刊行されていま

す。価格は少々高めですが、興味を引かれることがたくさん載っているのではないでしょうか。 
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■天文・宇宙  

続いて「天文と宇宙」です。こちらはかなり研究が進んでいる分野ですね。生命探査や重力波の

研究などが行われていますし、１人の日本の研究者が中心となった、ブラックホールの正体を調べ

るためのプロジェクトが２０１７年４月から始まったというニュースも聞いています（注１）。 

２０１７年には、月をテーマとしたものが同じころに４～５冊出版されました。小学校では特に

１年生から６年生まで年齢差が大きいので、様々なグレードや切り口の同じテーマの本をまとめて

置いてあげると理解度や興味の程度に対応できるのでよいと思います。そこで例として取り上げて

まとめて見ていきます。 

 

『もしきみが月だったら』は絵本ですが、説明は科学的です。絵も良く、読んでいると穏やかな

気持ちになってきます。低学年の子どもたちなどにとって、ゆっくり本を見ながら月のことを知っ

ていくというプロセスはとてもよいのではないかと思いました。 

 

『もしも月でくらしたら』。以前、『もしも宇宙でくらしたら』（ＷＡＶＥ出版，２０１３年６月

刊）という本が出版されましたが、今は月で暮らすというほうが読み手も関心があるのかもしれま

せん。とても面白い本ですが、新刊研究会では「解説が少し難しいのでは」という意見もありまし

た。それでも、関心がある子どもたちは手に取るのではないかと思います。特に学校図書館などで

は、１つのテーマについて様々な本を置いておくとよいのではないかと思います。年齢や子どもに

よって語彙や理解力などに相当な差がありますし、優しいものから難しいものまで置いておくと、

興味を持っている子は、最初は簡単なものから読み始め、最後には難しい本を読めるようになるの

ではないかと思います。 

 

『月を知る！』。岩崎書店が学校向けに「調べる学習百科」として、教科に沿った本を多く出版

しています。学校では４～６年生あたりで星や月などについて学びますので、こういった本も必要

だと思います。写真がきれいで解説はとても詳しいです。小学生では理解するのが少し難しいとこ

ろもあるかもしれませんが、詳しいことを知りたい子にとっては、よい本ではないでしょうか。 

 

続いて『月学』。こちらは今人舎のシリーズですが、これまでの今人舎の他のシリーズに比べる

と説明が少なく、若干物足りなさを感じるかもしれません。しかし、月というテーマは学校でも頻

繁に取り上げられるということもあり、たくさんの本が出版されていますが、これまでに準じた一

般的な項目が掲載されている本です。 

 

『宇宙について知っておくべき１００のこと』では、読者に分かりやすく見せるため「情報を視

覚的に伝える「インフォグラフィックス」の手法」（カバー折り返しより）を使い、雑学的に様々

な項目を挙げて解説しています。情報量が多いため消化するのは大変かもしれませんが、興味を持

っている子が読むと知識も広がってよいのではないかと思います。 

 

■生物全般 

次に「生物」というテーマでまとめました。 

 『生き物たちの冬ごし図鑑』。学校によって異なるかもしれませんが、４～５年生あたりで理科
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を勉強する際、「冬ごし」についても学びます。これまで「冬ごし」というキーワードでは、あま

り児童書は出版されていません。学校にとっては使いやすい本ではないでしょうか。『冬眠のひみ

つ』は今回紹介しませんが、これまであまり知られていなかった冬眠のメカニズムについて分かる

本です。冬眠については研究が進み、だいぶ解明してきているようです。以前からＳＦの世界では

「人工冬眠」がでてきました。今回の図書リストの中に入っているスティーブン・ホーキングさん

の『宇宙の生命』（ホーキング博士のスペース・アドベンチャー）の中にも「人工冬眠」が出てき

ます（ｐ．１６）。「人工冬眠」は医療の方面では一部実用化されているということです。手術が長

引いた時、組織の一部を人工冬眠させて他の組織の治療に対応するという方法と技術があるという

ことを、ある医者についての取材番組で見たことがあります。 

 

■虫・昆虫 

 次に「虫・昆虫」に移ります。まず、『かがやく昆虫のひみつ』。 

「こんな虫を捕まえられたらすごいな」と見ているだけでも楽しい本ですが、これらの昆虫の体や

羽が、どのような原理で輝いているのかは意外と解明されていないそうです。見る角度によって違

ってみえるタマムシなどの羽の色は「構造色」（＝「細かい形によってつくられる色」（ｐ.３））と

呼ばれ、直接羽に色がついているのではなく、羽の特殊な構造が光を反射しているそうです。「生

きものの体の特性を私たちのくらしに応用することを「バイオミメティクス（生物模倣工学）」」と

呼ぶとありますが（ｐ．６０）、例えばモルフォ蝶などの羽が発色する仕組みを研究して、繊維な

どを作るといったことが行われているそうです。 

 

『昆虫って、どんなの？』では、様々な昆虫についてカラフルな絵で説明しています。コマ割り

になっている所もありコミカルな印象の本ですが、昆虫のからだは頭、胸、腹に分かれていて、頭

はどのようになっており、触覚にはどのようなものがあるのか、また、どのようについているか、

羽根はどのようになっているかなど、解説も詳しくなかなか面白い本です。 

 

『空を飛ぶ昆虫のひみつ』。この本では様々な昆虫が飛ぶ姿が写真に収められています。例えば

アオモンイトトンボが飛ぶところなど、「一体どのように撮影したのだろう」と思うくらい飛んで

いるところが鮮明に、綺麗に写っています。昆虫の体の構造などの説明もあります。素晴らしい写

真と、それらに添えられたほのぼのとした本文とのギャップに驚きますがそれも面白く、とても魅

力的な本です。 

 

なお、図書リストには入っていませんが、同じ少年写真新聞社の『はじめて見たよ！セミのなぞ』

（２０１７年６月刊）も加えたくて持ってきました。たくさんの種類のセミを丹念な写真と詳しい

解説で見せてくれる本です。この本の「なぞ」は何度か問いかけられていますが、案外身近なセミ

にも分かっていないことが多くあることが分かります。 

 

今回取り上げて紹介はしませんが、リストで「魚類」「鳥類」もまとめていますのでご覧くださ

い。 
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■哺乳類 

続いて挙げている「哺乳類」から紹介するのは『教科で学ぶパンダ学』。著者の稲葉茂勝さんは

様々なテーマで詳しい本を書いている方です。『教科で学ぶパンダ学』というタイトルで「歴史、

地理、政治、経済、生物、自然、環境、雑学」という切り口からパンダという動物を捉えています。

学校では政治思想経済などはあまり取り上げることはありませんが、この本は「パンダ外交」など

政治経済的なことについても触れています。「パンダ」という１つのテーマだけでも、様々な教科

とも関わってくるという視点を提示してくれているのは面白いと思います。 

 

■プランクトン・微生物 

「プランクトン・微生物」からは『海のぷかぷか ただよう海の生きもの』。 

美しい写真で目も休まります。クラゲなどが水槽を漂っているのを見ているだけでも心が和みます

が、そういったきれいな写真がたくさん掲載されています。時にはこういう本もよいですよね。子

どもたちがこの本を見て「ああ、きれいだな」と感じ、それが興味へと発展するというケースもあ

るかもしれません。 

 

■植物  

「植物」からは『さくら研究ノート』を紹介します。「もうすぐ桜が咲くかな」という思いも湧

いてくる、ほぼ絵で占められた本です。とても美しい絵で解説も詳しく、こういう本もよいと思い

ました。花だけでなく、桜の葉、木の幹、季節による桜の姿など様々な説明があり「なるほど」と

思わせてくれます。 

 

『マングローブ生態系探検図鑑』。海水と淡水が混ざり合う「汽水域」に生えるマングローブ。

マングローブとは木の種類ではなく、海水の塩分に耐える特別な仕組みを持った木の総称です。吸

収した塩分を葉で排出したり、根が塩分を吸収しないようになっていたりとその仕組みも様々です。

マングローブの木や森の写真が掲載され、キャラクターたちが会話形式で解説しています。子ども

たちが親しみやすいよう会話形式にしたと思われますが、個人的には普通の説明でもよいかなと思

いました。しかし、これまでマングローブを扱った本はあまりありませんでしたので、このように

詳しい解説がまとめられた本が出版されたことはよかったと思います。 

 

『ロゼットのたんけん』。「ロゼット」とはタンポポの冬越しの例でよく使う言葉ですが、バラの

花（ＲＯＳＥ）から来ている言葉（ｐ.４）で、バラの花の形に平たく葉を広げることを指すそう

です。私自身、寒さに耐えるために冬の間だけ地面に平たく張り付くように葉が広がる状態を「ロ

ゼット」と呼ぶものとやや誤解していたのですが、この「ロゼット」状の葉を持つ植物も様々な種

類があり、ロゼットの葉を作る植物の中にも茎に葉をつけず一生ロゼットだけのものと、冬の間ロ

ゼットで春になると茎をのばし、その茎にも葉をつけるものとがあるそうです。この本は「ぼくの

自然観察記」というシリーズの中の 1冊ですが、著者のおくやまひさしさんがご自身で興味を持っ

たものをきれいな絵で説明されています。やや大人っぽい本ではありますが、もしかしたら「ロゼ

ット」について私のように誤解されている方がいらっしゃるかもしれないので紹介してみました。 
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■古生物・進化 

続いて「古生物・進化」からは『生命の歴史えほん』。ページを開くと古生物の絵が描かれ、ち

ょっとしたコラムが下の方にありますが、このコラムが面白いです。最近では低・中学年向けでも

難しくなっている傾向があるため、「たのしいちしきえほん」として子どもたちが手に取りやすい

本を出版社が作ろうとしているのだろうと思い、とりあげてみました。低学年でも読めるよう、や

さしく書くことは難しいのだろうと思いますが、これは頁数が少なく手に取りやすい本なのではな

いかと思います。 

 

『えほん図鑑へんてこ！りくのぜつめつどうぶつ』と『えほん図鑑へんてこ！みずのぜつめつど

うぶつ』の２冊は、絶滅した様々な生き物について説明した、はたこうしろうさんの絵本です。科

学読物研究会 新刊研究会（以下「新刊研究会」）では評判のよい本でしたので挙げておきました。

個人的にはお兄ちゃんが置いてきぼりの後者は可哀想だし、「穴」を潜り抜けて別世界に行く感じ

は不得意です。最近では恐竜についての研究も随分進んでいますが、今年は子ども向けの恐竜の本

はさほど多くない印象です。ここに持ってきた『そうだったのか！初耳恐竜学』（小学館，２０１

７年１１月刊）はソフトカバーでちょっと雑学的ですが、詳しく新しいデータに基づいた説明が載

っています。 

 

■人体・健康 

「人体」についても様々な研究が進んでいます。 

１冊目は『きゅうきゅうばこ』。こちらは新版で刊行されました。１９８７年刊の旧版と違う箇所

は、傷の治療方法です。旧版では傷が出来たら消毒を行うとしていましたが、新版では「うるおい

療法」というものに変わっています。「うるおい療法」とは、「消毒をしない」「ガーゼを当てない」

「乾かさない」の三原則に基づく治療法です。様々な治療法が旧版と新版とでかなり変わっていま

す。救急箱で揃えるものも違います。また、「お母さんが読むページ」が新版では「おとながよむ

ページ」に変わり、潤い療法について詳しく解説しています。研究が進んだ結果、改訂版が刊行さ

れるパターンは、バージニア・リー・バートンによる『せいめいのれきし 改訂版』（岩波書店，

２０１５年７月刊）にもありましたが、今回も同じケースとして紹介させていただきました。 

 『人体について知っておくべき１００のこと』でも様々な項目が挙げられ、ここ数年で解明され

たことなどが詳しく説明されています。 

 

■病気・心理・障害・福祉 

「病気・心理・障害・福祉」というテーマでは、「世の中への扉」というシリーズで『介護とい

うお仕事』が講談社から出版されました。このシリーズでは、小学校高学年くらいの子どもたちが

読むのによい本が刊行されていますが、「ついに介護が出たか」という印象です。 

当初、新刊研究会では「子どもが読む必要があるだろうか」という意見もありましたが、著者自身、

大好きだったおばあちゃんがくも膜下出血で半身不随となり、１０年間その介護を行ったと書いて

います。おそらく当時、中学生か高校生であったのではと思いますが、その後著者は資格を取り、

介護の専門家となります。この本では、小学生が身につけられる介護の基本技術をまとめていて、

将来介護や福祉の道を考えている人にも勧める入門書であると書いています。半身不随の方の介護

を行う際、どちら側がまひしているかによって座る位置も違うなど、とても行き届いた細かいケア
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の方法が書かれ、介護は誰かの生活を支える行為であると共に、その人の思いを想像し、尊重する

ことであるということが伝わってきてすごいと感じた本でした。子どもが読んでくれると、とても

よいのではないかと思います。 

 

■食べ物・料理・栄養・家事 

「食べ物・料理・栄養・家事」からは、『和食のえほん』。 

昔から「医食同源」と言われています。また、超高齢社会という現実や働き方改革など、両親も共

働きが当たり前となっている現在、子どもたちが家事をこなしている家庭もあることから、このよ

うなテーマの本も多く出版されています。その中で『和食のえほん』は、低学年・中学年の子ども

たちも読める本を図書リストに入れたいと思い取り上げました。子どもによっては難しいかもしれ

ませんが、基本的なことが詳しく説明されています。本書を含め常々感じることは、低学年向けの

ノンフィクションの本は、いかにまとめるべきか出版社も迷いがある結果、「絵本」という形態と

しているのではということです。子どもに薦める上で、本の内容の濃さ薄さをどのように捉えるか

判断が難しいと感じました。皆さんにも他の本にも目を通し、比較していただければと思います。 

 

■環境 

「環境」からは『みんなの命と生活をささえるインフラってなに？』を紹介します。 

本シリーズは５巻刊行されました。ニュースなどで「インフラ」というキーワードは度々登場しま

すが、子どもの本でインフラを捉えたものはあまりありませんでした。災害復旧等でインフラが重

要であるとか、現在インフラの老朽化が問題だなどとよく言われていますので、インフラがどのよ

うなものか知っておくことは環境について考える上でも必要なのではないかと思います。これは学

校向きの本として挙げておきました。 

 

『やさしく解説地球温暖化』では地球温暖化について、その原因や現在の状況など３巻に分けて

かなり詳しく解説しています。待ったなしと言われていた地球温暖化対策のための多国間国際合意

が２０１５年１２月「パリ協定」として採択されましたが、２０１７年６月アメリカが抜けてしま

いました（注２）。そういった問題についても触れています。環境教育としては温暖化の問題につ

いて取り上げることは大事であると思いますし、ぜひ読んでいただきたい本です。 

 

外来生物についても様々な本が刊行されています。その中から『外来生物はなぜこわい？ １ 

外来生物ってなに？』と『ずかん海外を侵略する日本＆世界の生き物』。例えばヒアリなども問題

になりましたし、外来生物が海外から日本に持ちこまれるだけでなく日本の生物も海外に持ち込ま

れることがあります。それらがどういった生物か、どのようなことが起こっているか知ることは必

要であると思います。国内でも元々その土地に生息していないものであれば「外来生物」と呼ぶと

定義するなど、改めて分かることも多くあります。 

 

■生き方・伝記 

 次に「職業・仕事・生きかた・伝記・研究」というテーマでまとめました。このジャンルを全て

合わせるとかなりの数になります。「シリーズおしごとのおはなし」では吉野万理子さんや小林深

雪さんなどフィクション作家の方々が、様々な職業について低学年でも読みやすいような物語にし
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て紹介しています。そういった本は以前から出版されていますが、点数もとても多くなっています。 

 

他に紹介するのは、『危機の現場に立つ』です。著者は国連の職員で、紛争解決の業務について

様々な国で懸命に活動されている方です。国連は貧困からの救済など、平和のために様々な活動を

行っている組織ですが、この本を読んでいると本当にその仕事の難しさ、厳しさに頭が下がります。

「生き方」という観点から読んでみるのも参考になるのではないでしょうか。 

 

『世界は変形菌でいっぱいだ』。これは５歳の頃から変形菌に興味を持ち今は高校生の増井真那

さん（男性です）が書いた本です。好奇心は科学の始まりと言いますが、そのよい例ではないかと

思います。周囲の協力ももちろんありますが、好きなことを追い求めそれを続けていくことの楽し

さが伝わってきます。学会にも入って研究をしているということです（注３）。 

 

■国際理解・習慣と宗教・世界の言葉 

「国際理解・習慣と宗教・世界の言葉」というテーマでは『アイスクリームが溶けてしまう前に』

を取り上げました。最初にこの本を目にしたときは失礼ながら「何だろう？」と思ったのですが、

読み進めていくととても面白い本です。イスラム圏からアメリカに移り住んだと思われる家族。そ

の奥さんが１人で家にいると、突然すごい格好をした人が家にやって来ます。奥さんが驚いてご主

人に電話をすると、それはハロウィーンのお祭りだよと教えてくれます。ハロウィーンの時期に図

書館などで紹介してみてください。 

 

『たのしいローマ数字』の分類は絵本です。ローマ数字はあちこちで使われているものの、大き

な単位の数字まで読める人は少ないのではないでしょうか。「1」は「Ⅰ」、「１０」は「Ｘ」、「５０」

は「Ｌ」。１００は「Ｃ」で表します。また数を表す際、ローマ数字の右側に「Ｉ」などのローマ

数字を置くと、その数字に「Ｉ」を「足す」、逆に左側に置けば、その数字から「Ｉ」を「引く」

ことを意味します。例えば「４」を表すには、「５」を意味する「Ｖ」の左側に「１」を意味する

「Ｉ」を置いて「Ⅳ」とするといった形です。その他にも、ローマ数字の上に横棒を書くと、その

数字の１０００倍を意味したり、ローマ数字を「底のない箱」で囲うと、その数字の１０万倍を意

味したりと様々な規則があり、それを創っていった考え方をたどるのも面白いのではないかと思い

ます。絵の色合いもきれいで本当に楽しいローマ数字の本です。著者は算数の先生であるそうです

が、単に覚えるためという感じではなく本当に楽しめる本になっています。 

 

『イスラームってなに？』は全４巻のシリーズです。今回紹介する２巻では「イスラームのくら

し」を扱っていて、取材を元に、日本やアメリカなどイスラム圏外の国々に住むイスラム教の家族

の子どもたちの生活を紹介しています。生活まで様々に律する面のあるイスラムの教えですが、自

身が住んでいる国の考え方や生活に合わせて解釈したりしている様子などもあり一様ではなくて、

とても具体的で興味深く読みました。 

 

続いて『シリーズ知ってほしい！世界の子どもたち』。この本を書いた米倉史隆さんは、写真家

で詩人だと説明があります。今回紹介する２巻「戦争と子ども兵」では、モノクロで撮影された少

年兵の姿が写っています。現在このシリーズは２０１７年に２巻まで刊行されています。掲載され
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ている写真はさほど多くありませんが、静かに心に響いてくる本であると思います。 

 

『日本の島じま大研究』。先程紹介した『教科で学ぶパンダ学』を書かれた稲葉茂勝さんの本で

す。日本の領土の境界線について説明した本は、以前にもいくつか出版されていました。しかし紛

争の原因などについては、日本人でもよく知らないことがあると思います。地理、歴史、領土につ

いて全３巻できちんとまとめてありますので、日本について知るという意味でも知っておいたほう

がよい本ではないかと思います。 

 

■歴史・出来事・戦争と平和 

 「歴史・出来事・戦争と平和」という項目でも色々まとめました。その中で紹介するのは『１４

歳からのパレスチナ問題』です。ＹＡ向けであるため内容もグレードが高いです。大人でも全部読

みこなすのは少し難しいですが、この複雑さが１２０年も続いているパレスチナとイスラエルの紛

争の本質を表しているように思います。どのように平和にしていくか、その苦難の道筋がこの本に

は示されています。少し前にアメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの「首都」と呼

んだことが大きな議論を巻き起こしましたが（注４）、この本を読むとその理由がよく分かります。

できうる限り分かりやすく解説している本です。巻末に「もっと知りたいとき参考になる２０冊」

もあります。是非読んでもらいたい本です。 

 

■経済・税金 

 「経済・税金」というテーマから、『シリーズ・貧困を考える』と『考えよう！子どもの貧困』。 

現在の日本の「格差」という社会構造ゆえに、そのしわ寄せが子どもに来ているのではないかとい

う思いから、「子どもの貧困」という呼び方には個人的には抵抗がありますが、この本もあまり学

校では取り扱わない内容について触れています。貧困も考えていかなければならない問題であると

思っています。 

 

『いくらかな？社会がみえるねだんのはなし』は、色々なテーマからお金のことを説明している

本です。今回紹介する第１巻では、「自然と生きもののねだん」として「動物園の動物はどこから

やってくる？」など、様々な事柄にどのくらいのお金がかかるかを説明しています。解説ガイドも

付いています。データ本で雑学的ではありますが、この本を読むことで関心を持ち、それが調べて

いってもらうきっかけになればいいのではないでしょうか。 

 

■技術・産業 

 「技術・産業」からは『ロケット発射場の一日』。これはイプシロンロケット発射の模様を描い

た絵本です。舞台は鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所。打ち上げ当日、整備塔や管制センターなど

でどのようなことが行われているか、ロケットの運び方、組み立て方など分かりやすく説明されて

います。ロケットの打ち上げはとても人気があり見学に行く人も多いですね。これも新刊研究会で

は好評だった絵本なので挙げておきました。 

 

■スポーツ 

続いて「スポーツ」でまとめました。現在パラリンピックが開催されている最中で、もう少しオ
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リンピック関係の本が出版されるかと思っていたのですが、意外とそれらを扱った本は多くありま

せん。その中から、『オリンピック・パラリンピック大百科』別巻「リオから東京へ」を紹介しま

す。この本の冒頭では「リオ大会が残したレガシー」というページがあり（ｐ．６）、「国境をこえ

て結成された難民選手団」について触れています。これは国際オリンピックおよびパラリンピック

委員会によって結成されたチームで、シリアやコンゴなどをはじめとする国々の難民で構成されて

いました。オリンピックは平和の祭典とされていますが、「世界平和のために発信したメッセージ

も、未来へのレガシーです」と書かれています。その他、韓国・平昌オリンピック、２０２０年の

東京オリンピック・パラリンピックについても解説しています。 

 

■ロボット・ＡＩ 

 「情報・ＰＣ・プログラミング・ロボット・ＡＩ」からは『よくわかる人工知能』。ロボットや

ＡＩ、人工知能についての解説した本です。発展が目覚ましい分野であるため取り上げました。分

かりやすく説明した本です。 

 

■美術・音楽・建築・芸術 

続いて「美術・音楽・建築・芸術」というテーマでまとめました。教科書に沿って美術や音楽の

本も多く出版されています。そのような中、日本の美術について触れたものがこれまで意外と少な

かったように思います。 

 『鳥獣戯画を読みとく』。鳥獣戯画は国語の教科書でも取り上げられていますが、参考書という

感じの本はあまりありませんでした。「鳥獣戯画」は「甲」「乙」「丙」「丁」から成る絵巻物ですが、

「丙」「丁」がより滑稽な内容でマンガに近いような印象を受けます。よく知られているウサギや

カエルなどが登場する巻だけが鳥獣戯画ではないということが分かります。 

 

■漫画 

 次に「漫画」というくくりでまとめました。現在、雑誌などでもマンガがテーマに取り上げられ

たり、今回で何度目かのマンガ見直しの機運が高まっているように感じます。これをきっかけに公

共や学校図書館でもきちんとマンガを見直し、分類も含め、どのように図書館に置いていくかを考

える必要があると思います。 

 今回紹介するのは『漫画から学ぶ生きる力 サバイバル編』。もう少し解説がやさしくてもよい

かとも思いますが、漫画の本というより生き方の本で、漫画は置かないという学校図書館でも置け

る本ではないかと思います。このシリーズは「医療編」「動物編」などテーマ別に出版されていま

す。他にテーマで漫画作品を集めた「漫画家たちの戦争」シリーズ（金の星社）と『漫画家たちが

描いた仕事―プロフェッショナル―』シリーズ（同上）の１巻「いのちと向き合う仕事」も参考の

ため持ってきました。どちらも漫画家の作品から受ける感動は大きく様々考えさせてくれます。 

 もう１冊の『マンガの歴史 １』は「岩崎調べる学習新書」というシリーズとして刊行された本

です。第１巻ですので、しばらくこの後も続いていくものと思います。 

 

■図鑑 

 図鑑から紹介するのは『親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑』。小学校高学年では統計を学びます

がその際参考となる本が少なく、統計のグラフが掲載されている資料集や年度ごとに刊行されるデ
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ータ本といったもので間に合わせるということも多いようです。今回このような統計学の本が出版

されましたので、授業等で役立つのではないでしょうか。 

この本の最初の方で、ナイチンゲールの「バラのグラフ」が取り上げられています（ｐ．１１）。

看護師として有名なナイチンゲールは、戦争に従軍した兵士の死亡原因の多くが戦いのためではな

く、病院内が不衛生であるためということをグラフで説明したそうです。２０１６年１２月に出版

されたデミ作の美しい絵の絵本『フローレンス・ナイチンゲール』（光村教育図書）でも報告書や

資料をまとめる姿が描かれているので、併せて紹介すると統計というものにより親しみがわくかも

しれません。 

 

『両生類・はちゅう類』の新版。この図鑑もとても詳しいです。はちゅう類や両生類好きな子ど

もたちはよくこの図鑑を見ています。 

また『きのこ』改訂版は、一度６月に刊行された図鑑の毒キノコの項目に訂正が加えられ、１２

月に改訂版として出版されました。 

 

■読書案内など 

 最後に「読書案内」として数冊まとめました。図書リストの中には入っていませんが、１２月に

国松俊英さんの『ノンフィクション児童文学の力』（文溪堂）が出版されましたので持ってきまし

た。国松さんはノンフィクション児童文学を「社会や人間の本質を伝える力を持つ文学である。」（ｐ．

４「はじめに」より）とし、一人でも多くの人に関心を持ってもらい、その力を知ってほしいと願

ってこの本をまとめたと書いています。児童文学研究者の宮川健郎さんはこの本への寄稿文で、こ

の本ではまず「ノンフィクション児童文学とは何か」「いつから書きはじめられたのか」を確かめ

ることをしているとし、「現代児童文学の創作に関する評論や研究も、それほど盛んだとはいえな

いけれど、ノンフィクションについては、さらに少ない状況です。」ノンフィクションのこれから

を考えていく「きっかけを与えてくれる一冊です。」（ｐｐ．１９２～１９５）と評しています。こ

うした視点が、今これからは必要なのではないかと思い紹介しました。 

 

 続いて、リストの中から紹介する本は『深読み！絵本「せいめいのれきし」』です。２年前の「子

どもの本」での発表の際、絵本『せいめいのれきし』の旧版と改訂版を読み比べましたが、研究者

の方が検証して改訂版を出してくださったことはとてもよかったと思います。『深読み！絵本「せ

いめいのれきし」』のあとがきなどに書かれていますが、この本を読んで育った研究者の方々も多

いようです。余談ですが、著者の真鍋真さんの友人で物理学者の阿部豊さんは、研究の原点に『せ

いめいのれきし』があったと『生命の星の条件を探る』（文藝春秋，２０１５年８月刊）の中に書

かれています。大人向けの本ではありますが、地球に生命が生まれた条件について、とても緻密に

考察されている素晴らしい本です。この本も大人の方にお勧めします。 

 

 以上、聞いていただきまして、ありがとうございました。 

 

（於：株式会社図書館流通センター ２０１８年３月１２日・１３日） 

 

※本図書リストおよび講演録の無断転用・複製は固くお断りいたします。 

29



注 

１）ＮＨＫニュース 「おはよう日本」 

「人類初 ブラックホールの姿に挑む ２０１７年４月１１日（火）」 

https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2017/04/0411.html 

最終確認日：２０１８年６月１１日 

 

２）ＮＨＫ 「解説委員室 「パリ協定 アメリカ離脱の波紋」（視点・論点） ２０１７年６月

９日」参照 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/272922.html 

最終確認日：２０１８年６月１１日 

 

３）朝日出版社 「「世界は変形菌でいっぱいだ」 著者紹介」 

https://www.asahipress.com/bookdetail_digital/9784255010304/ 

最終確認日：２０１８年６月１３日 

 

４）ＮＨＫ 「解説委員室 「トランプ大統領とエルサレム問題」（視点・論点） ２０１７年１

２月１４日」参照 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/286562.html 

最終確認日：２０１８年６月１１日 
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