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紹介資料リスト 

土居 安子 

 

（参考）大阪国際児童文学振興財団：研究及び出版等の企画事業 

1 『子どもの本 100 問 100 答 司書、読書ボランティアにも役立つ』（創元社, 2013） 

 大阪国際児童文学振興財団 編 

 NDL 請求記号：UG71-L27 

2 『ひとりでよめたよ！幼年文学おすすめブックガイド 200』（評論社, 2019） 

 大阪国際児童文学振興財団 編 

 NDL 請求記号：UP49-M7 

１．デジタルネイティブの子どもたちに（１）絵本は紙？ 

3 『おひさまわらった』（JULA 出版局, 2021）【絵】 

 きくちちき 作 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M927 

4 『海のアトリエ』（偕成社, 2021）【絵】 

 堀川理万子 著 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M950 

5 『クリシュナのつるぎ インドのむかしばなし』（BL 出版, 2022）【絵】 

 秋野癸巨矢 文, 秋野不矩 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M1021 

6 『つかまえた』（偕成社, 2020）【絵】 

 田島征三 [作] 

 NDL 請求記号：Y17-N20-M683 

7 『はだしであるく』（あすなろ書房, 2022）【絵】 

 村中李衣 文, 石川えりこ 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M1004 

8 『ヴォドニークの水の館 チェコのむかしばなし』（BL 出版, 2021）【絵】 

 まきあつこ 文, 降矢なな 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M193 

9 『まどのむこうのくだものなあに？（こどものとも絵本）』（福音館書店, 2020）【絵】 

 荒井真紀 さく 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M60 
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10 『りすとかえるのあめのたび』（BL 出版, 2022）【絵】 

 うえだまこと 作 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M908 

11 『うるさく,しずかに,ひそひそと 音がきこえてくる絵本』（河出書房新社, 2019）【C490】 

 ロマナ・ロマニーシン, アンドリー・レシヴ 著, 広松由希子 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N19-M306 

12 『旅する小舟』（求龍堂, 2021）【絵】 

 ペーター・ヴァン・デン・エンデ 著 

 NDL 請求記号：KC482-M355（ILCL 所蔵なし） 

１．デジタルネイティブの子どもたちに（２）ＳＮＳ、ＡＩ…… 

13 『かわいい子ランキング（ほるぷ読み物シリーズ. セカイへの窓）』（ほるぷ出版, 2022）【高】 

 ブリジット・ヤング 作, 三辺律子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M101 

14 『パラゴンとレインボーマシン』（小学館, 2021）【高】 

 ジラ・ベセル 作, 三辺律子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M99 

15 『科学でナゾとき！ [2]（偕成社ノベルフリーク）』（偕成社, 2021）【高】 

 あさだりん 作, 佐藤おどり 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M603 

16 『強制終了、いつか再起動』（講談社, 2021）【高】 

 吉野万理子 著 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M272 

17 『#（ハッシュタグ）マイネーム』（さ・え・ら書房, 2021）【高】 

 黒川裕子 作 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M754 

18 『チェリーシュリンプ わたしは、わたし』（金の星社, 2020）【高】 

 ファンヨンミ 作, 吉原育子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M50 

２．文学のおもしろさ（１）絵本から読物へ 

19 『さよならのたからばこ』（理論社, 2021）【低】 

 長崎夏海 作, ミヤハラヨウコ 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M553 
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20 『白いのはらのこどもたち 新装版（のはらクラブシリーズ）』（理論社, 2021）【低】 

 たかどのほうこ 作 

 NDL 請求記号：Y8-N22-M50 

21 『資料室の日曜日 ミイラとハロウィン（わくわくライブラリー）』（講談社, 2021）【低】 

 村上しいこ 作, 田中六大 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M811 

22 『たんていくまたろう』（あかね書房, 2021）【低】 

 さかまきゆか 作 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1769 

23 『めいたんていサムくんとなぞの地図（だいすき絵童話）』（童心社, 2021）【低】 

 那須正幹 作, はたこうしろう 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M779 

24 『ようかいじいちゃんあらわる』（新日本出版社, 2021）【低】 

 最上一平 作, 種村有希子 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M615 

25 『人形つかいマリオのお話』（徳間書店, 2020）【低】 

 ラフィク・シャミ 作, 松永美穂 訳, たなか鮎子 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M17 

２．文学のおもしろさ（２）物語の魅力 

26 『ぼくが弟にしたこと』（理論社, 2015）【高】 

 岩瀬成子 作, 長谷川集平 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N15-L778 

27 『地図を広げて』（偕成社, 2018）【高】 

 岩瀬成子 著 

 NDL 請求記号：Y8-N18-L487 

28 『おとうさんのかお（こころのつばさシリーズ）』（佼成出版社, 2020）【中】 

 岩瀬成子 作, いざわ直子 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N20-M656 

29 『ネムノキをきらないで（文研じゅべにーる）』（文研出版, 2020）【中】 

 岩瀬成子 作, 植田真 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M176 

30 『わたしのあのこあのこのわたし（わたしたちの本棚）』（PHP 研究所, 2021）【高】 

 岩瀬成子 著 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M178 
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31 『彼の名はウォルター』（あすなろ書房, 2022）【高】 

 エミリー・ロッダ 著, さくまゆみこ 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M16 

32 『徳治郎とボク』（理論社, 2019）【高】 

 花形みつる 著 

 NDL 請求記号：Y8-N19-M366 

33 『博物館の少女 怪異研究事始め』（偕成社, 2021）【高】 

 富安陽子 著 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M910 

34 『おじいちゃんとの最後の旅』（徳間書店, 2020）【高】 

 ウルフ・スタルク 作, 菱木晃子 訳, キティ・クローザー 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N20-M156 

35 『ガラスの顔』（東京創元社, 2021）【高】 

 フランシス・ハーディング 著, 児玉敦子 訳 

 NDL 請求記号：KS179-M1310 

36 『山賊のむすめローニャ（リンドグレーン・コレクション）』（岩波書店, 2021）【高】 

 アストリッド・リンドグレーン 作, ヘレンハルメ美穂 訳, イロン・ヴィークランド 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M130 

37 『見知らぬ友（世界傑作童話シリーズ）』（福音館書店, 2021）【高】 

 マルセロ・ビルマヘール 著, 宇野和美 訳, オーガフミヒロ 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M62 

３．誰もが本の主人公（１）障がい 

38 『ぼくは川のように話す』（偕成社, 2021）【絵】 

 ジョーダン・スコット 文, 原田勝 訳, シドニー・スミス 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M276 

39 『どちらがおおい？かぞえるえほん さわるえ&てんじつき（てんじつきさわるえほん）』（小学館, 

2020）【絵】 

 村山純子 著 

 NDL 請求記号：YTZ1-M24 

40 『おにいちゃんとぼく』（光村教育図書, 2019）【絵】 

 ローレンス・シメル 文, 宇野和美 訳, フアン・カミーロ・マヨルガ 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N19-M65 

41 『じゅんばんなんてきにしない』（BL 出版, 2021）【絵】 

 テリー・ミルン 作, いしいむつみ 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M335 
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42 『きみの存在を意識する（teens' best selections）』（ポプラ社, 2019）【高】 

 梨屋アリエ 作 

 NDL 請求記号：Y8-N19-M601 

43 『目で見ることばで話をさせて』（岩波書店, 2022）【高】 

 アン・クレア・レゾット 作, 横山和江 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M63 

44 『ロンドン・アイの謎』（東京創元社, 2022）【高】 

 シヴォーン・ダウド 著, 越前敏弥 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M75 

45 『パラリンピックは世界をかえる ルートヴィヒ・グットマンの物語』（福音館書店, 2021）【C289】 

 ローリー・アレクサンダー 作, 千葉茂樹 訳, アラン・ドラモンド 絵 

 NDL 請求記号：Y3-N21-M63 

３．誰もが本の主人公（２）さまざまな家庭環境の中で 

46 『エイドリアンはぜったいウソをついている』（岩波書店, 2021）【絵】 

 マーシー・キャンベル 文, 服部雄一郎 訳, コリーナ・ルーケン 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M135 

47 『マイロのスケッチブック』（鈴木出版, 2021）【絵】 

 マット・デ・ラ・ペーニャ 作, 石津ちひろ 訳, クリスチャン・ロビンソン 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M400 

48 『スウィートホーム わたしのおうち』（講談社, 2021）【高】 

 花里真希 著 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M564 

49 『むこう岸』（講談社, 2018）【高】 

 安田夏菜 著 

 NDL 請求記号：Y8-N19-M10 

50 『夜カフェ 12（講談社青い鳥文庫）』（講談社, 2022）【高】 

 倉橋燿子 作, たま 絵 

 NDL 請求記号：Y7-N22-M213 

51 『海を見た日（鈴木出版の児童文学 : この地球を生きる子どもたち）』（鈴木出版, 2021）

【高】 

 M・G・ヘネシー 作, 杉田七重 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M93 

52 『ゴースト（Sunnyside Books）』（小峰書店, 2019）【高】 

 ジェイソン・レノルズ 作, ないとうふみこ 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N19-M123 
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53 『秘密の大作戦！フードバンクどろぼうをつかまえろ！』（あすなろ書房, 2022）【高】 

 オンジャリ Q.ラウフ 著, 千葉茂樹 訳, スギヤマカナヨ 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M68 

３．誰もが本の主人公（３）自分らしく生きる 

54 『THIS ONE SUMMER』（岩波書店, 2021）【高】 

 マリコ・タマキ 作, 三辺律子 訳, ジリアン・タマキ 画 

 NDL 請求記号：Y16-N21-M104 

55 『すうがくでせかいをみるの』（ほるぷ出版, 2021）【絵】 

 ミゲル・タンコ 作, 福本友美子 訳, 西成活裕 日本語版監修 

 NDL 請求記号：Y11-N21-M826 

56 『すてきなひとりぼっち』（のら書店, 2021）【低】 

 なかがわちひろ 作 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M831 

57 『moja』（講談社, 2019）【高】 

 吉田桃子 著 

 NDL 請求記号：Y8-N19-M431 

58 『ジョージと秘密のメリッサ』（偕成社, 2016）【高】 

 アレックス・ジーノ 作, 島村浩子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N17-L6 

59 『ラスト・フレンズ わたしたちの最後の 13 日間』（静山社, 2021）【高】 

 ヤスミン・ラーマン 作, 代田亜香子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M96 

３．誰もが本の主人公（４）多様な文化的背景の作品 

60 『ボクサー イランの絵本（世界と出会う絵本）』（トップスタジオ HR, 2021）【絵】 

 ハサン・ムーサヴィー 作, 愛甲恵子 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M415 

61 『本おじさんのまちかど図書館（ものがたりの庭）』（フレーベル館, 2022）【中】 

 ウマ・クリシュナズワミー 作, 長友恵子 訳, 川原瑞丸 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M65 

62 『アリババの猫がきいている』（ポプラ社, 2020）【高】 

 新藤悦子 作, 佐竹美保 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N20-M105 
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63 『アンチ（STAMP BOOKS）』（岩波書店, 2019）【高】 

 ヨナタン・ヤヴィン 作, 鴨志田聡子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N19-M182 

64 『5 番レーン（鈴木出版の児童文学 : この地球を生きる子どもたち）』（鈴木出版, 2022）【高】 

 ウンソホル 作, すんみ 訳, ノインギョン 絵 

 NDL 請求記号：Y9-N22-M85 

65 『橋の上の子どもたち（講談社文学の扉）』（講談社, 2020）【高】 

 パドマ・ヴェンカトラマン 作, 田中奈津子 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N21-M15 

66 『故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる（ポプラ社ノンフィクション）』（ポプラ社, 

2019）【C369】 

 安田菜津紀 著・写真 

 NDL 請求記号：Y1-N19-M492 

４．地球上で生きるということ（１）震災・災害 

67 『あさになったのでまどをあけますよ』（偕成社, 2011）【絵】 

 荒井良二 著 

 NDL 請求記号：Y17-N12-J14 

68 『いつか、太陽の船』（新日本出版社, 2019）【高】 

 村中李衣 作, こしだミカ, 根室の子ども達 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N19-M278 

69 『福島に生きる凛ちゃんの 10 年 家や学校や村もいっぱい変わったけれど（それでも「ふるさと」. あの

日から 10 年）』（農山漁村文化協会, 2021）【C360】 

 豊田直巳 写真・文 

 NDL 請求記号：Y1-N21-M236 

４．地球上で生きるということ（２）新型コロナウイルス感染症の広がりといのち 

70 『小さな小さなウイルスの大きなはなし』（くもん出版, 2021）【C465】 

 伊沢尚子 文, 坂井治 絵, 中屋敷均 監修 

 NDL 請求記号：Y11-N21-M429 

71 『M ガールズ』（静山社, 2021）【高】 

 濱野京子 作 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M251 

72 『風の神送れよ（ブルーバトンブックス）』（小峰書店, 2021）【高】 

 熊谷千世子 作, くまおり純 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N21-M809 
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73 『スクラッチ』（あかね書房, 2022）【高】 

 歌代朔 作 

 NDL 請求記号：Y8-N22-M409 

４．地球上で生きるということ（３）環境について考える 

74 『プラスチック星にはなりたくない！ 地球のためにできること』（ひさかたチャイルド, 2020）【絵】 

 ニール・レイトン 作・絵, いわじょうよしひと 訳, 高田秀重 日本語版監修 

 NDL 請求記号：Y1-N20-M272 

75 『はからはじまるカルシウムのはなし』（福音館書店, 2021）【C491】 

 伊沢尚子 作, ダイスケ・ホンゴリアン 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M458 

76 『和ろうそくは、つなぐ』（アリス館, 2022）【C576】 

 大西暢夫 著 

 NDL 請求記号：Y11-N22-M164 

４．地球上で生きるということ（４）自然を感じる・知る 

77 『だんだんだんだん』（ひさかたチャイルド, 2021）【絵】 

 たけがみたえ 作・絵 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M936 

78 『なっちゃんのなつ（かがくのとも絵本）』（福音館書店, 2019）【絵】 

 伊藤比呂美 文, 片山健 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N19-M649 

79 『もりはみている（幼児絵本シリーズ）』（福音館書店, 2021）【絵】 

 大竹英洋 文・写真 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1639 

80 『よあけ』（偕成社, 2021）【絵】 

 あべ弘士 [作] 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1644 

81 『ナマコ天国』（偕成社, 2019）【C484】 

 本川達雄 作, こしだミカ 絵 

 NDL 請求記号：Y11-N19-M421 

82 『チャコウラさんの秘密を知りたい！ナメクジの話（みんなの研究）』（偕成社, 2022）【C484】 

 宇高寛子 [著] 

 NDL 請求記号：Y11-N22-M634 
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83 『虫ぎらいはなおるかな？ 昆虫の達人に教えを乞う（世界をカエル 10 代からの羅針盤）』（理論

社, 2019）【C486】 

 金井真紀 文と絵 

 NDL 請求記号：Y11-N19-M472 

84 『ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検（岩波ジュニア新書）』（岩波書店, 2021）【C462】 

 盛口満 著 

 NDL 請求記号：Y11-N21-M637 

５．戦争とは？ 

85 『なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれた少年の物語（童心社の絵本）』（童心社, 2022）【絵】 

 たじまゆきひこ 作 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M693 

86 『ウサギ』（河出書房新社, 2021）【絵】 

 ジョン・マーズデン 文, 岸本佐知子 訳, ショーン・タン 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M115 

87 『ひろしまの満月』（小峰書店, 2022）【低】 

 中澤晶子 作, ささめやゆき 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N22-M417 

88 『ワタシゴト 14 歳のひろしま』（汐文社, 2020）【高】 

 中澤晶子 作, ささめやゆき 絵 

 NDL 請求記号：Y8-N20-M491 

89 『あるひあるとき』（のら書店, 2020）【絵】 

 あまんきみこ 文, ささめやゆき 絵, 佐藤仁史 解説監修 

 NDL 請求記号：Y17-N20-M685 

90 『北守将軍と三人兄弟の医者（ミキハウスの絵本）』（三起商行, 2021）【絵】 

 宮沢賢治 作, スズキコージ 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1723 

91 『ちっちゃいこえ』（童心社, 2019.5）【紙芝居】 

 アーサー・ビナード 脚本, 丸木俊, 丸木位里 絵 

 NDL 請求記号：YKG1-M35 

92 『しあわせなときの地図』（ほるぷ出版, 2020）【絵】 

 フラン・ヌニョ 文, 宇野和美 訳, ズザンナ・セレイ 絵 

 NDL 請求記号：Y18-N20-M278 

93 『ニッキーとヴィエラ ホロコーストの静かな英雄と救われた少女』（BL 出版, 2022）【絵】 

 ピーター・シス 作, 福本友美子 訳 

 NDL 請求記号：Y3-N22-M47 
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94 『モナのとり』（新日本出版社, 2022）【絵】 

 サンドラ・ポワロ=シェリフ 作, 水橋はな 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N22-M201 

95 『明日をさがす旅 故郷を追われた子どもたち』（福音館書店, 2019）【高】 

 アラン・グラッツ 作, さくまゆみこ 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N19-M203 

96 『神さまの貨物』（ポプラ社, 2020）【高】 

 ジャン=クロード・グランベール 著, 河野万里子 訳 

 NDL 請求記号：KR179-M209（ILCL 所蔵なし） 

97 『アンネの日記 グラフィック版』（あすなろ書房, 2020）【高】 

 アンネ・フランク 著, 深町眞理子 訳, アリ・フォルマン 編, デイビッド・ポロンスキー 絵 

 NDL 請求記号：Y84-M18024（ILCL 所蔵なし） 

98 『11 番目の取引（鈴木出版の児童文学 : この地球を生きる子どもたち）』（鈴木出版, 2019）

【高】 

 アリッサ・ホリングスワース 作, もりうちすみこ 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N19-M120 

99 『台湾の少年 1』（岩波書店, 2022）【高】 

 游珮芸, 周見信 作, 倉本知明 訳 

 NDL 請求記号：GK391-M74（ILCL 所蔵なし） 

100 『台湾の少年 2』（岩波書店, 2022）【高】 

 游珮芸, 周見信 作, 倉本知明 訳 

 NDL 請求記号：GK391-M75（ILCL 所蔵なし） 

101 『「慰安婦」問題ってなんだろう？ あなたと考えたい戦争で傷つけられた女性たちのこと（中学生の質

問箱）』（平凡社, 2022）【C369】 

 梁澄子 著 

 NDL 請求記号：Y1-N22-M69 

102 『琉球という国があった（たくさんのふしぎ傑作集）』（福音館書店, 2020）【C219】 

 上里隆史 文, 富山義則 写真, 一ノ関圭 絵 

 NDL 請求記号：Y2-N20-M35 

６．おわりに 

103 『ちへいせんのみえるところ』（ビリケン出版, 1998） 

 長新太 作 

 NDL 請求記号：Y17-M99-736 

104 『いないいないばあさん』（偕成社, 2019） 

 佐々木マキ [著] 

 NDL 請求記号：Y17-N19-M480 
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紹介資料リスト 凡例 

 

 原則として、国立国会図書館（国際子ども図書館を含む）の所蔵資料の書誌情報を掲載し

ています。 

 【 】内の記載は、それぞれ次を表しています。絵：絵本、紙芝居：紙芝居、低：低学年

向け、中：中学年向け、高：高学年以上、Ｃ：科学の本、数字は分類（日本十進分類法）。 

 デジタル化されている資料（作業中のものも含む）は、（デジタル化）と記載しました。 

 国際子ども図書館に所蔵のない資料については、（ILCL所蔵なし）と記載しました。 

 国立国会図書館に所蔵のない資料については、「※NDL所蔵なし」と記載し、「国立国会図

書館サーチ」 (a) 等の書誌情報を参照しました。 

 国立国会図書館・国際子ども図書館に所蔵があっても、資料が利用できない場合等がござ

います。ご利用の際は、資料の状態を「国立国会図書館オンライン」 (b) でご確認いただく

か、資料案内 (c) までお問い合わせください。 

 書誌情報の最終確認日は、令和 4 年 10 月 22 日です。 

 

(a) https://iss.ndl.go.jp/ 

(b) https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

(c) 国際子ども図書館 https://www.kodomo.go.jp/search/reference/order.html 

東京本館・関西館 https://www.ndl.go.jp/jp/use/reference/index.html 

https://iss.ndl.go.jp/
https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://www.kodomo.go.jp/search/reference/order.html
https://www.ndl.go.jp/jp/use/reference/index.html



