
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

書評誌で取り上げられた子どもの本
　子どもの本について、その書評を載せている雑誌があります。本を選ぶ際に参考にされている方も多いのではないでしょ
うか。今回は、同時期に発行された５冊の書評誌から、そこに取り上げられている子どもの本を展示します。どのように紹
介されているか、実物を見ながら確かめてみてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※書名の後ろに＜複＞がついているものは他の書評誌でも取り上げられています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※請求記号に（閲覧室）とある本は２階閲覧室にあります。今回は展示していません。

書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ぼくはモンスターのとこやさん
マシュー・マケリゴット／作・絵
野口絵美／訳（徳間書店） 2011 E/ﾏｹﾘ/11.3

パンプキン！
模擬原爆の夏　＜複＞

令丈ヒロ子／作
宮尾和孝／絵（講談社） 2011

913.6/ﾚｲｼ
/11.7

「こどもの図書館」2011年11月号58巻11号　（児童図書館研究会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Z01/51（閲覧室）

ミンのあたらしい名前　＜複＞
ジーン・リトル／著
田中奈津子／訳（講談社） 2011 933/ﾘﾄﾙ/11.2

スキャット
カール・ハイアセン／著
千葉茂樹／訳（理論社） 2010 933/ﾊｲｱ/10.8

ダーウィンと出会った夏 ＜複＞
ジャクリーン・ケリー／作

2011 933/ｹﾘ/11 7

「こどもとしょかん」131号2011年秋号　（東京子ども図書館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Z01/65（閲覧室）

ダーウィンと出会った夏　＜複＞
斎藤倫子／訳（ほるぷ出版） 2011 933/ｹﾘ/11.7

ロボット創造学入門
岩波ジュニア新書

広瀬茂男／著
（岩波書店） 2011

080/ｲﾜ/687
（閲覧室）

私は海人(うみんちゅ)写真家
古谷千佳子

古谷千佳子／著
（岩崎書店） 2011 740/ﾌﾙﾔ/11.5

カイウスはばかだ ヘンリー・ウィンターフェルト／作
2011 908/ｲﾜﾅ/11 6

カイウスはばかだ
岩波少年文庫

ヘンリ ウィンタ フェルト／作
関楠生／訳（岩波書店） 2011 908/ｲﾜﾅ/11.6

盆まねき　＜複＞
富安陽子／作
高橋和枝／絵（偕成社） 2011 913.6/ﾄﾐﾔ/11.7

うさこちゃんとふがこちゃん
ディック・ブルーナ／ぶんえ
まつおかきょうこ／やく（福音館書店） 2011 E/ﾌﾙﾅ/11.9

カンガル には なぜふくろがあるのか ジェームズ・ヴァンス・マーシャル／再話カンガルーには、なぜふくろがあるのか
アボリジナルのものがたり

ジ ヴァン シャル／再話
フランシス・ファイアブレイス／絵
（岩波書店）

2011 E/ﾌｧｲ/11.6

教会ねずみとのんきなねこ
グレアム・オークリー／作・絵
三原泉／訳（徳間書店） 2011 E/ｵｸﾘ/11.7

ねこのいえ
サムイル・マルシャーク／文
ユーリー・ワスネツォフ／絵（平凡社） 2011 E/ﾜｽﾈ/11.6

バレエをおどるいぬなんていない?
アンナ・ケンプ／ぶん
サラ・オギルヴィー／え（BL出版） 2011 E/ｵｷﾙ/11.6

フランシスとたんじょうび
ラッセル・ホーバン／さく
リリアン・ホーバン／え（好学社） 2011 E/ﾎﾊﾝ/11.3

丘はうたう
マインダート・ディヤング／作
モーリス・センダック／絵（福音館書店） 2011 933/ﾃｨﾔ/11.6

長い冬休み1
岩波少年文庫

アーサー・ランサム／作
神宮輝夫／訳（岩波書店） 2011 908/ｲﾜﾅ/11.7

長い冬休み2
岩波少年文庫

アーサー・ランサム／作
神宮輝夫／訳（岩波書店） 2011 908/ｲﾜﾅ/11.7

調べる・考える・解決する

静岡県立中央図書館



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

バタシー城の悪者たち
「ダイドーの冒険」シリーズ

ジョーン・エイキン／作
こだまともこ／訳（冨山房） 2011 933/ｴｲｹ/11.7

ピッグル・ウィッグルおばさんの農場　＜複＞
岩波少年文庫

ベティ・マクドナルド／作
小宮由／訳（岩波書店） 2011 908/ｲﾜﾅ/11.5

せんせい!これなあに？ 1 ＜複＞
偕成社 /ｾ ｾ/

せんせい!これなあに？　1　＜複＞
いもむし・けむし

（偕成社） 2011 460/ｾﾝｾ/11.6

オランウータンに会いに行く
横塚眞己人／[作]
（偕成社） 2011 E/ﾖｺﾂ/11.7

世界のカブトムシ
THE MUSEUM OF RHINOCEROS BEETLES

今森光彦／著
塚田悦造／監修（アリス館） 2011 486/ｲﾏﾓ/11.7

土の色 て どんな色? 栗田宏 ／[著]土の色って、どんな色?
たくさんのふしぎ傑作集

栗田宏一／[著]
（福音館書店） 2011 407/ｸﾘﾀ/11.5

飛べ!「はやぶさ」
小惑星探査機60億キロ奇跡の大冒険

松浦晋也／文
（学研教育出版） 2011 538/ﾏﾂｳ/11.4

虫・コレ
自然がつくりだした色とデザイン

海野和男／著
（丸善出版） 2011

486/ｳﾝ/2011
（閲覧室）

「子どもと読書」2011年11/12月号390号 （親子読書地域文庫全国連絡会） Z01/66（閲覧室）

へちまのへーたろー
二宮由紀子／作
スドウピウ／絵（教育画劇） 2011 E/ｽﾄｳ/11.6

ぞうさんのおとしあな
高畠純／作
（ポプラ社） 2011 E/ﾀｶﾊ/11.8

ねずみのへやもありません
カイル・ミューバーン／ぶん
フレヤ ブラ クウ ド／え（岩崎書店） 2011 E/ﾌﾗｯ/11 7

「子どもと読書」2011年11/12月号390号　（親子読書地域文庫全国連絡会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Z01/66（閲覧室）

ねずみの やもありません
フレヤ・ブラックウッド／え（岩崎書店） 2011 E/ﾌﾗｯ/11.7

どろんこライオン
佐々木マキ／作
（理論社） 2011

913.6/ｻｻｷ
/11.6

1円くんと五円じい
ひみつのちていおんせん

久住昌之／作
久住卓也／絵（ポプラ社） 2011 913.6/ｸｽﾐ/11.6

もぐらのたくはいびん
斉藤洋／作

2011
913.6/ｻｲﾄ

もぐらのたくはいびん
たかいよしかず／絵（講談社） 2011

/11.6

盆まねき　＜複＞
富安陽子／作
高橋和枝／絵（偕成社） 2011 913.6/ﾄﾐﾔ/11.7

狛犬「あ」の話
柏葉幸子／作
安藤貴代子／絵（講談社） 2011

913.6/ｶｼﾜ
/11.7

オ タケ先生 授業
乙武洋匡／作

/ｵﾄﾀ/オトタケ先生の3つの授業
乙武洋匡／作
下平けーすけ／絵（講談社） 2011 913.6/ｵﾄﾀ/11.7

パンプキン！
模擬原爆の夏　＜複＞

令丈ヒロ子／作
宮尾和孝／絵（講談社） 2011

913.6/ﾚｲｼ
/11.7

カメレオンを飼いたい!
松本祐子／作
佐竹美保／画（小峰書店） 2011

913.6/ﾏﾂﾓ
/11.7

魚住直子／[著] 913 6/ｳｵｽ
クマのあたりまえ

魚住直子／[著]
植田真／絵（ポプラ社） 2011

913.6/ｳｵｽ
/11.8

山猫たんけん隊　＜複＞
松岡達英／作
（偕成社） 2011 E/ﾏﾂｵ/11.6

コウモリの妖精アタラファ
シートン動物記

アーネスト・T.シートン／文・絵
今泉吉晴／訳・解説（童心社） 2011 480/ｼﾄﾝ/11.5

調べる・考える・解決する

静岡県立中央図書館
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ダーウィンと出会った夏　＜複＞
ジャクリーン・ケリー／作
斎藤倫子／訳（ほるぷ出版） 2011 933/ｹﾘ/11.7

さようなら、ドラえもん
子どものためのテツガク教室

中島義道／著
若泉さな絵／画（講談社） 2011 100/ﾅｶｼ/11.7

オ ザ イ
朽木祥／著 913 6/ｸﾂｷ

オン・ザ・ライン
朽木祥／著
（小学館） 2011

913.6/ｸﾂｷ
/11.7

千年の森をこえて　＜複＞
キャシー・アッペルト／著
片岡しのぶ／訳（あすなろ書房） 2011 933/ｱﾍﾙ/11.5

ひとりぼっちのかえる
興安／作
三木卓／文（こぐま社） 2011 E/ﾋﾝｶ/11.6

「子どもの本棚」2011年11月号517号　（日本子どもの本研究会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Z02/66（閲覧室）

みんなでせんたく
フレデリック・ステール／さく
たなかみえ／やく（福音館書店） 2011 E/ｽﾃﾙ/11.5

あさがお
荒井真紀／文・絵
（金の星社） 2011 E/ｱﾗｲ/11.6

たかこ
清水真裕／文
青山友美／絵（童心社） 2011 E/ｱｵﾔ/11.4青山友美／絵（童心社）

だっこの木
宮川ひろ／作
渡辺洋二／絵（文溪堂） 2011

913.6/ﾐﾔｶ
/11.2

せんせい!これなあに？　1　＜複＞
いもむし・けむし

（偕成社） 2011 460/ｾﾝｾ/11.6

ヘビとトカゲきょうからともだち
ジョイ・カウリー／作
ガヴ ン ビシ プ／絵（アリス館） 2011 933/ｶｳﾘ/11 4ビとトカゲきょうからともだち
ガヴィン・ビショップ／絵（アリス館） 2011 933/ｶｳﾘ/11.4

テッドがおばあちゃんを見つけた夜
ペグ・ケレット／作
吉上恭太／訳（徳間書店） 2011 933/ｹﾚｯ/11.5

ピアノはともだち
奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密

こうやまのりお／著
（講談社） 2011 762/ｺｳﾔ/11.4

ピッグル・ウィッグルおばさんの農場　＜複＞ ベティ・マクドナルド／作
2011 908/ｲﾜﾅ/11 5

岩波少年文庫 小宮由／訳（岩波書店） 2011 908/ｲﾜﾅ/11.5

山猫たんけん隊　＜複＞
松岡達英／作
（偕成社） 2011 E/ﾏﾂｵ/11.6

千年の森をこえて　＜複＞
キャシー・アッペルト／著
片岡しのぶ／訳（あすなろ書房） 2011 933/ｱﾍﾙ/11.5

と か月
クリスティーナ・ガルシア／著

/ｶ ｼ/ユミとソールの10か月
クリスティ ナ ガルシア／著
小田原智美／訳（作品社） 2011 933/ｶﾙｼ/11.6

チョコレートと青い空
堀米薫／作
小泉るみ子／絵（そうえん社） 2011 913.6/ﾎﾘｺ/11.4

ミンのあたらしい名前　＜複＞
ジーン・リトル／著
田中奈津子／訳（講談社） 2011 933/ﾘﾄﾙ/11.2

調べる・考える・解決する

静岡県立中央図書館



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

どうぶつうります
ブルーノ・ムナーリ／作
谷川俊太郎／訳（フレーベル館） 2011 E/ﾑﾅﾘ/11.8

たんじょうびのおくりもの
ブルーノ・ムナーリ／作
谷川俊太郎／訳（フレーベル館） 2011 E/ﾑﾅﾘ/11.8

「子どもと本」2011年10月号127号　（子ども文庫の会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Z02/178（子ども図書研究室）

糸に染まる季節
大西暢夫／写真・文
（岩崎書店） 2010 753/ｵｵﾆ/10.11

せんろはつづくよ
岩波の子どもの本

M.W.ブラウン／文
J.シャロー／絵（岩波書店） 1979 E/ｼｬﾛ/

あなはほるものおっこちるとこ ちいちゃいこどもたちのせつめい
岩波の子どもの本

ルース・クラウス／文
モーリス・センダック／絵（岩波書店） 1979 E/ｾﾝﾀ/

岩波 本

砂の妖精
E・ネズビット／作
石井桃子／訳（福音館書店） 1991 933/ﾈｽﾋ/

展示期間　2011年11月30日～2012年１月31日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）
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