
《児童福祉文化財特別推薦作品リスト》
 児童福祉文化財（出版物）として推薦された図書の中でも特に優れた

 特別推薦作品（過去５年分）の一覧表です。

このリストについて

・展示資料の書名、著者名等は、原則として国立国会図書館の目録を採用しています。

・No.7～36の資料は今回展示していません。ご興味をもたれた資料がありましたら、

　当館の各資料室やお近くの公共図書館等でご覧ください。

番号 作品名 出版者 発行年月 対象 著者等 ISBNコード 当館請求記号

1
地球最北に生きる日本人 :
イヌイット大島育雄との旅

フレーベル館 2009年12月 小学校中学年以上 武田剛 著 978-4-577-03767-6 Y2-N10-J31

2 煮干しの解剖教室 仮説社 2010年7月 小学校中学年以上
小林眞理子 文 ; 　泉田謙 写真 ;
こばやしちひろ 絵

978-4-7735-0221-3 Y11-N10-J443

3 りこうすぎた王子 岩波書店 2010年4月 小学校中学年以上
アンドリュー・ラング 作 ;
福本友美子 訳 （絵画：ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾛｰｿﾝ）

978-4-00-114165-8 Y7-N10-J125

4 ほこりまみれの兄弟 評論社 2010年8月
小学校高学年
中学生

ローズマリー・サトクリフ 著 ;
乾侑美子 訳.

978-4-566-02096-2 Y9-N10-J249

5 ホネホネ絵本 あすなろ書房 2010年9月 小学生
スティーブ・ジェンキンズ 作 ;
千葉茂樹 訳

978-4-7515-2539-5 Y11-N10-J572

6
戦争の時代の子どもたち :
瀬田国民学校五年智組の学級日誌より

岩波書店 2010年7月 中学生以上 吉村文成 著 978-4-00-500660-1 Y2-N10-J268
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7 海の深み : ステフィとネッリの物語 新宿書房 2009年4月
中学生
高校生

ｱﾆｶ・ﾄｰﾙ 著 ;　菱木晃子 訳 978-4-88008-396-4 Y9-N09-J383

8
0.1ミリのタイムマシン :
地球の過去と未来が化石から見えてくる

くもん出版 2008年11月
小学校高学年
中学生以上

須藤斎 著 978-4-7743-1436-5 Y11-N09-J36

9 大海の光 : ステフィとネッリの物語 新宿書房 2009年8月
中学生
高校生

ｱﾆｶ・ﾄｰﾙ 著 ;　菱木晃子 訳 978-4-88008-398-8 Y9-N09-J384

10 草食獣 偕成社 2009年3月 小学校高学年以上 宮崎学 著 978-4-03-526870-3 Y11-N09-J383

11 肉食獣 偕成社 2009年3月 小学校高学年以上 宮崎学 著 978-4-03-526880-2 Y11-N09-J384

12 ロシアのわらべうた 偕成社 2009年6月 幼児
K.チュコフスキー 編 ;
Y.バスネツォフ 絵 ; 　田中潔 訳

978-4-03-348120-3 Y9-N09-J262

13 メンデルスゾーン : 美しくも厳しい人生 リプリオ出版 2009年4月
中学生
高校生

ひのまどか 著 978-4-86057-386-7 Y3-N09-J105

獣の奏者(そうじゃ). 3(探求編) 講談社 2009年8月 中学生以上 上橋菜穂子 著 978-4-06-215632-5 Y8-N09-J1008

獣の奏者(そうじゃ). 4(完結編) 講談社 2009年8月 中学生以上 上橋菜穂子 著 978-4-06-215633-2 Y8-N09-J1057

15 むしをたべるくさ ポプラ社 2008年1月
小学校低学年
小学校中学年

渡邉弘晴 写真 ; 　伊地知英信 文 978-4-591-09500-3 Y11-N08-J51

16 とんぼの島のいたずら子やぎ 偕成社 2007年10月 小学校低学年
バーリント・アーグネシュ 作 ;
レイク・カーロイ 絵 ;
うちかわかずみ 訳.

978-4-03-431190-5 Y9-N07-H432

17 夢の彼方への旅 偕成社 2008年6月
小学校高学年
中学生

エヴァ・イボットソン 著 ;
三辺律子 訳

978-4-03-744670-3 Y9-N08-J246

18 地球環境のしくみ さ･え･ら書房 2008年4月 中学生 島村英紀 著.　（絵画：奈和　浩子） 978-4-378-03911-4 Y1-N08-J200
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番号 作品名 出版者 発行年月 対象 著者等 ISBNコード 当館請求記号

19 北のはてのイービク 岩波書店 2008年5月
小学校高学年
中学生

ピーパルク・フロイゲン 作 ;
野村[ヒロシ] 訳
（絵画：ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ･ｳﾞｧﾝ・ﾆｲﾏﾝ）

978-4-00-114152-8 Y7-N08-J126

イメージの森のなかへ　フェルメールの秘密 二玄社 2008年2月 中学生以上 利倉隆 構成・文. 978-4-544-21101-6 Y6-N08-J66

イメージの森のなかへ　レオナルドの謎 二玄社 2008年2月 中学生以上 利倉隆 構成・文. 978-4-544-21103-0 Y6-N08-J68

イメージの森のなかへ　ゴッホの魂 二玄社 2008年2月 中学生以上 利倉隆 構成・文. 978-4-544-21104-7 Y6-N08-J69

イメージの森のなかへ　ルソーの夢 二玄社 2008年2月 中学生以上 利倉隆 構成・文. 978-4-544-21102-3 Y6-N08-J67

天と地の守り人　第一部 偕成社 2006年12月 小学校高学年以上 上橋菜穂子 作 ; 　二木真希子 絵. 4-03-540320-2 Y8-N06-H1141

天と地の守り人　第二部 偕成社 2007年2月 小学校高学年以上 著者：上橋　菜穂子　絵画：二木　真希子 978-4-03-540330-2 Y8-N07-H147

天と地の守り人　第三部 偕成社 2007年3月 小学校高学年以上 著者：上橋　菜穂子　絵画：二木　真希子 978-4-03-540340-1 Y8-N07-H249

22 地球動物記 福音館書店 2007年4月 小学生以上 岩合光昭 著 978-4-8340-2258-2 Y11-N07-H313

23 としょかんライオン 岩崎書店 2007年4月 小学校低学年
ミシェル・ヌードセン さく ;
ケビン・ホークス え ; 福本友美子 やく

978-4-265-06817-3 Y18-N07-H116

24 ハクチョウ アリス館 2007年2月
小学校中学年
小学校高学年

竹田津実 文・写真 978-4-7520-0363-2 Y11-N07-H101

25 10にんのきこり 講談社 2007年10月 幼児
A.ラマチャンドラン さく ;
田島伸二 やく. （絵画：A・ﾗﾏﾁｬﾝﾄﾞﾗﾝ）

978-4-06-132361-2 Y18-N07-H382

ニルスのふしぎな旅　上 福音館書店 2007年6月 小学校高学年以上
セルマ・ラーゲルレーヴ 作 ;
菱木晃子 訳 （絵画：ﾍﾞｯﾃｨｰﾙ･ﾘｰﾍﾞｯｸ）

978-4-8340-2273-5 Y9-N07-H286
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26 菱木晃子 訳. （絵画：ﾍ ｯﾃｨ ﾙ ﾘ ﾍ ｯｸ）

ニルスのふしぎな旅　下 福音館書店 2007年6月 小学校高学年以上
セルマ・ラーゲルレーヴ 作 ;
菱木晃子 訳. （絵画：ﾍﾞｯﾃｨｰﾙ･ﾘｰﾍﾞｯｸ）

978-4-8340-2274-2 Y9-N07-H287

27 リゴーニ・ステルンの動物記 福音館書店 2006年2月 中学生以上
マーリオ・リゴーニ・ステルン 作 ;
志村啓子 訳

4-8340-1995-0 Y9-N06-H101

王への手紙　上 岩波書店 2005年11月
小学校高学年
中学生

トンケ・ドラフト 作 ; 　西村由美 訳 4-00-114574-X Y7-N06-H9

王への手紙　下 岩波書店 2005年11月
小学校高学年
中学生

トンケ・ドラフト 作 ; 　西村由美 訳 4-00-114575-8 Y7-N06-H10

29 ピリカ、おかあさんへの旅 福音館書店 2006年7月 小学生 越智典子 文 ; 　沢田としき 絵 4-8340-2214-5 Y17-N06-H874

30 ベラスケスの十字の謎 徳間書店 2006年5月
中学生
高校生

エリアセル・カンシーノ 作 ;
宇野和美 訳

4-19-862174-8 Y9-N06-H221

31 見習い職人フラピッチの旅 小峰書店 2006年4月 小学校中学年
イワナ・ブルリッチ=マジュラニッチ 作 ;
山本郁子 訳

4-338-22201-8 Y9-N06-H211

32 私が売られた日 あすなろ書房 2006年7月
中学生
高校生

ジュリアス・レスター 著 ; 　金利光 訳 4-7515-2202-7 Y9-N06-H307

33 りんご : 津軽りんご園の1年間 福音館書店 2006年5月 小学校高学年以上 叶内拓哉 写真・文 4-8340-2201-3 Y1-N06-H181

34 おじいちゃんは水のにおいがした 偕成社 2006年4月 小学校中学年以上 今森光彦 著 4-03-016400-5 Y11-N06-H278

35 トモ、ぼくは元気です 講談社 2006年8月
小学校高学年
中学生

香坂直 著 4-06-213535-3 Y8-N06-H905

36 ぼくの町に電車がきた 岩崎書店 2006年7月
小学校低学年
小学校中学年

鈴木まもる 文・絵 4-265-04353-4 Y11-N06-H514
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