
令和2年度　第2回読書ボランティアスキルアップ講座

「2020年のこどもの本　近刊紹介・展示会」

令和3年2月25日　神戸市立中央図書館

１.絵本　　※対象ごとに分けたうえでタイトル順　　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 書架分類 対象

1 あぱそこぱーん こぺんななさく 福音館書店 PV:7200653239 エあ黄 乳〜幼(擬音)

2 おふろにはいろ 三浦太郎さく・え 童心社 PV:7200657203 エあ緑 乳〜幼

3 こちょこちょこちょ 日隈みさきさく エンブックス PV:7200638818 エあ茶 乳〜幼

4 みそしるをつくる 高山なおみ文  長野陽一写真 ブロンズ新社 PV:7200668873 エ茶ふろ 幼(知識)

5 りんごだんだん 小川忠博写真と文 あすなろ書房 PV:7200640932 エ赤あす 幼(知識)

6 ありがとう、アーモ! オーゲ・モーラ文・絵  三原泉訳 鈴木出版 PV:7200657209 エ青すす 幼

7 くつしたどろぼう さはらゆうきぶん  もりのみさこえ マイルスタッフ PV:7200671961 エ白まい 幼

8 けしごむぽんいぬがわん ほりかわりまこさく ひさかたチャイルド PV:7200652871 エ灰ひさ 幼

9 こうえん くりはらたかし作 偕成社 PV:7200646723 エ黄かい 幼

10 ごはん山 はらぺこめがね著 白泉社 PV:7200636619 エ灰はく 幼

11 こぶたのプーちゃん 本田いづみ文  さとうあや絵 福音館書店 PV:7200647867 エ紫ふく 幼

12 こんにちは!わたしのえ はたこうしろう作 ほるぷ出版 PV:7200653694 エ茶ほる 幼

13 しあわせなクレヨン 丸山陽子作 BL出版 PV:7200667350 エ灰ひい 幼

14 しかしか 山田マチ文  岡本よしろう絵 小学館 PV:7200646724 エ青しよ 幼

15 すきまっこちゃん 竹与井かこ作/絵 教育画劇 PV:7200644986 エ黄きよ 幼

16 トラといっしょに
ダイアン・ホフマイアー文

ジェシー・ホジスン絵  さくまゆみこ訳
徳間書店 PV:7200655750 エ桃とく 幼

17 どれもみーんなアントニオ!
スザンナ・マッティアンジェリ文  マリアキア

ラ・ディ・ジョルジョ絵  ふくやまよしこ訳
春陽堂書店 PV:7200665352 エ青しゆ 幼

18 ねこになっちゃった 角野栄子作  よしむらめぐ絵 小学館 PV:7200653688 エ青しよ 幼

19 ばんそうこうくださいな 矢野アケミ作 WAVE出版 PV:7200656514 エ赤うえ 幼

20 ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおかたつひで作・絵 童心社 PV:7200654586 エ桃とう 幼

21 ぼくのうた、なんだっけ? ヘンドリック・ヨナス作/絵  いしかわもとこ訳 偕成社 PV:7200647390 エ黄かい 幼

22 ぼくのカメはどこ?
バーバラ・ボットナー文  ブルーク・ボイント

ン・ヒューズ絵  川野太郎訳
岩崎書店 PV:7200662925 エ赤いわ 幼

23 ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ
ピム・ラマースぶん  ミルヤ・プラーフマンえ

長山さきやく
ほるぷ出版 PV:7200666636 エ茶ほる 幼

24 ほしいなあ、ナマケモノ G.ドーネイぶん  A.バローえ  青山南やく マイナビ出版 PV:7200663172 エ白まい 幼

25 めいわくなボール 牡丹靖佳作 偕成社 PV:7200668875 エ黄かい 幼

26 やっこさんのけんか 殿内真帆作・絵 フレーベル館 PV:7200666028 エ茶ふれ 幼

27 わたしのペットはまんまるいし
スティーブン W.マーティン作

サマンサ・コッテリル絵  久保陽子訳
ポプラ社 PV:7200642439 エ茶ほふ 幼

28 雨の日の地下トンネル 鎌田歩作 アリス館 PV:7200663166 エ赤あり 低(知識)

29 いちご 荒井真紀さく 小学館 PV:7200640933 エ青しよ 低(知識)

30 はやくちことばのさんぽみち 平田昌広文  広野多珂子絵 アリス館 PV:7200644321 エ赤あり 低(言葉遊び)

31 あなふさぎのジグモンタ とみながまい作  たかおゆうこ絵 ひさかたチャイルド PV:7200650284 エ灰ひさ 低

32 あめかっぱ むらかみさおり作 偕成社 PV:7200649626 エ黄かい 低

33 オオカミ王ロボ E.T.シートン原作  あべ弘士文・絵 学研プラス PV:7200651537 エ黄かつ 低

34 きょうぼくはなまえをもらった かさいまり文  星野イクミ絵 アリス館 PV:7200663251 エ赤あり 低

35 くらやみきんしの国
エミリー・ハワース=ブースさく

おおつかのりこやく
あかね書房 PV:7200669601 エ赤あか 低

36 こうまのマハバット 市川里美作 BL出版 PV:7200651491 エ灰ひい 低

37 こたつ 麻生知子作 福音館書店 PV:7200668881 エ青こ 低

38 シェルパのポルパ エベレストにのぼる 石川直樹文  梨木羊絵 岩波書店 PV:7200649003 エ赤いわ 低

39 トゥクパをたべよう
プラバ・ラム, シーラ・プルイットぶん

シルパ・ラナデえ  あまがいひろみやく
イマジネイション・プラス PV:7200663912 エ赤いま 低

40 となりのショセットさん
ロイク・クレマン文  アンヌ・モンテル絵

石津ちひろやく
評論社 PV:7200639528 エ灰ひよ 低

41 梨の子ペリーナ
イタロ・カルヴィーノ再話  関口英子訳

酒井駒子絵
BL出版 PV:7200657201 エむ 低

42 ねえさんの青いヒジャブ
イブティハージ・ムハンマド, S.K.アリ文

ハテム・アリ絵  野坂悦子訳
BL出版 PV:7200644988 エ灰ひい 低

43 花のすきなおおかみ きむらゆういち文  葉祥明絵 新日本出版社 PV:7200647383 エ青しん 低

44 チャーリー、こっちだよ
キャレン・レヴィスさく  チャールズ・サントソ

え  いわじょうよしひとやく
BL出版 PV:7200650286 エ灰ひい 低〜中

45 あるヘラジカの物語 星野道夫原案  鈴木まもる絵と文 あすなろ書房 PV:7200657791 エ赤あす 中

46 ジョナスのかさ
ジョシュ・クルート文  アイリーン・ライアン・

イーウェン絵  千葉茂樹訳
光村教育図書 PV:7200671134 エ白みつ 中

47 空とぶ船とゆかいななかま
バレリー・ゴルバチョフ再話・絵

こだまともこ訳
光村教育図書 PV:7200639522 エむ 中

48 わたしに手紙を書いて
シンシア・グレイディ文  アミコ・ヒラオ絵

松川真弓やく
評論社 PV:7200652872 エ戦争平和 中

49 虫ガール
ソフィア・スペンサー, マーガレット・マクナマ

ラ文  ケラスコエット絵  福本友美子訳
岩崎書店 PV:7200646735 エ赤いわ 中〜高
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２.読み物　※対象ごとに分けたうえでタイトル順　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 書架分類 対象

1 雨の日は、いっしょに 大久保雨咲作  殿内真帆絵 佼成出版社 PV:7200647400 Yオオ 低　　

2 うりぼうウリタ おくやまゆか作 偕成社 PV:7200640188 Yオク 低

3 おはなしごほん 大川久乃作  本田亮絵 あかね書房 PV:7200669637 Yオオ 低

4 おひめさまになったワニ
ローラ・エイミー・シュリッツさく

ブライアン・フロッカえ  中野怜奈やく
福音館書店 PV:7200641000 Yシュ 低

5 きつねのしっぽ おくはらゆめ作 小峰書店 PV:7200649643 Yオク 低

6 区立あたまのてっぺん小学校 間部香代作  田中六大絵 金の星社 PV:7200650954 Yマベ 低

7 くろりすくんとしまりすくん いとうひろし作・絵 講談社 PV:7200648397 Yイト 低

8 こぐまと星のハーモニカ 赤羽じゅんこ作  小池アミイゴ絵 フレーベル館 PV:7200653743 Yアカ 低

9 しらゆきちりかちっちゃいな 薫くみこ作  大島妙子絵 PHP研究所 PV:7200639552 Yクン 低

10 ぞうくんかいぞくになる
セシル・ジョスリン作

レナード・ワイスガード絵  小宮由訳
出版ワークス PV:7200669646 Yジョ 低

11 そのときがくるくる すずきみえ作  くすはら順子絵 文研出版 PV:7200646019 Yスズ 低

12 デイビッド・マックチーバーと29ひきの犬
マーガレット・ホルトぶん

ウォルター・ロレインえ  小宮由やく
大日本図書 PV:7200638861 Yホル 低

13 とどけ、サルハシ! 葦原かも作  石川えりこ絵 小峰書店 PV:7200662943 Yアシ 低

14 はりねずみともぐらのふうせんりょこう
アリソン・アトリー作  上條由美子訳

東郷なりさ絵
福音館書店 PV:7200657811 Yアト 低

15 まいごのしにがみ いとうみく作  田中映理絵 理論社 PV:7200640993 Yイト 低

16 めいたんていサムくん 那須正幹作  はたこうしろう絵 童心社 PV:7200657806 Yナス 低

17 8・9・10! 板橋雅弘作  柴崎早智子絵 岩崎書店 PV:7200646748 Yイタ 中

18 AIロボット、ひと月貸します! 木内南緒作  丸山ゆき絵 岩崎書店 PV:7200655771 Yキウ 中

19 神様のパッチワーク 山本悦子作  佐藤真紀子絵 ポプラ社 PV:7200657807 Yヤマ 中

20 かみさまのベビーシッター 廣嶋玲子作  木村いこ絵 理論社 PV:7200646021 Yヒロ 中

21 クローバーと魔法動物 ケイリー・ジョージ作  久保陽子訳  スカイエマ絵 童心社 PV:7200647884 Yジョ 中

22 すし屋のすてきな春原さん 戸森しるこ作  しんやゆう子絵 講談社 PV:7200671986 Yトモ 中

23 つなげ!アヒルのバトン 麦野圭作  伊野孝行絵 文研出版 PV:7200651514 Yムギ 中

24 バウムクーヘンとヒロシマ 巣山ひろみ著  銀杏早苗絵 くもん出版 PV:7200650960 Yスヤ 中

25 へんくつさんのお茶会 楠章子作  井田千秋絵 学研プラス PV:7200666659 Yクス 中

26 まほろばトリップ 倉本由布著 アリス館 PV:7200652090 Yクラ 中

27 山のうらがわの冒険 みおちづる作  広瀬弦絵 あかね書房 PV:7200650949 Yミオ 中

28 ゆりの木荘の子どもたち 富安陽子作  佐竹美保絵 講談社 PV:7200646014 Yトミ 中

29 あしたのことば 森絵都作 小峰書店 PV:7200668901 Yモリ 高

30 おじいちゃんとの最後の旅
ウルフ・スタルク作  キティ・クローザー絵

菱木晃子訳
徳間書店 PV:7200663187 Yスタ 高

31 サンドイッチクラブ 長江優子作 岩波書店 PV:7200651510 Yナガ 高

32 じりじりの移動図書館(ブックカー) 廣嶋玲子 [ほか] 著 講談社 PV:7200652091 Y 高

33 虹いろ図書館のひなとゆん 櫻井とりお著 河出書房新社 PV:7200666049 Yサク 高

34 ハロー、ここにいるよ エリン・エントラーダ・ケリー作  武富博子訳 評論社 PV:7200638147 Yケリ 高

35 ライラックのワンピース 小川雅子作  めばち絵 ポプラ社 PV:7200664686 Yオガ 高

36 ロイヤルシアターの幽霊たち
ジェラルディン・マコックラン著

金原瑞人, 吉原菜穂訳
小学館 PV:7200665369 Yマコ 高

37 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ作  もりうちすみこ訳 小学館 PV:7200652899 Yカド 高〜ＹＡ

38 保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり著  おとないちあき装画・挿画 講談社 PV:7200649017 Yマツ 高〜ＹＡ

39 ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー著  中野怜奈訳 偕成社 PV:7200633293 Yオコ 高〜ＹＡ

40 ミッドナイトギャングの世界へようこそ
デイヴィッド・ウォリアムズ作  三辺律子訳

平澤朋子絵
小学館 PV:7200668910 Yウォ 高〜ＹＡ

41 ウィズ・ユー = with you 濱野京子作 くもん出版 PV:7200668183 Yハマ ＹＡ

42 彼方の光 シェリー・ピアソル作  斎藤倫子訳 偕成社 PV:7200671171 Yピア ＹＡ

43 朔と新 いとうみく著 講談社 PV:7200639544 Yイト ＹＡ

44 青銅とひまわり 曹文軒著  中由美子訳 樹立社 PV:7200655773 Yツァ ＹＡ

45 囚われのアマル アイシャ・サイード作  相良倫子訳 さ・え・ら書房 PV:7200647401 Yサイ ＹＡ

46 夜フクロウとドッグフィッシュ
ホリー・ゴールドバーグ・スローン, メグ・ウォ

リッツァー作  三辺律子訳
小学館 PV:7200652101 Yスロ ＹＡ

3.主題　※分類順　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 分類 対象

1 デジタルリテラシーのきほん 土屋誠司著 創元社 PV:7200663221 00 高

2
もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高

生におすすめの本220
東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会編著 ぺりかん社 PV:7200656243 01 YA〜一般

3 旅でみる世の中のしくみ大図解 リビー・ドイチュ作  バルプリ・ケルトゥラ絵 ポプラ社 PV:7200639520 03 低〜

4 9歳のこころのじてん パクソンウ文  キムヒョウン絵  清水知佐子訳 小学館 PV:7200652886 14 低〜

5 きみはスゴイぜ!
マシュー・サイド著  竹中てる実訳

福田とおるイラスト
飛鳥新社 PV:7200651494 15 中〜

6
中高生の悩みを「理系センス」で解決する

40のヒント
竹内薫著 PHP研究所 PV:7200665356 15 YA
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7 歴史のなかの子どもたち
フィリップ・ウィルキンソン著

スティーブ・ヌーン絵  太田てるみ訳
岩崎書店 PV:7200634976 20 高

8 命のうた 竹内早希子著  石井勉絵 童心社 PV:7200652099 21C 高〜

9 小学生からのなんでも法律相談 小島洋祐, 高橋良祐, 渡辺裕之監修 文研出版 PV:7200656524 32 中

10 赤ちゃんはどこからくるの? のじまなみ著  林ユミ絵 幻冬舎 PV:7200640964 36 低〜

11 感染しないひなん所生活 岡田晴恵著  片岡信和気象監修 フレーベル館 PV:7200673682 36 低〜

12
いざというとき使えるために緊急のものト

リセツ図鑑
教育画劇 PV:7200641054 36 中

13 子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル・ブライアン作  中井はるの訳 集英社 PV:7200666641 36 中〜

14 昔のお仕事大図鑑 小泉和子監修 日本図書センター PV:7200664683 36 中

15 命をつなぐ防災 舩木伸江監修 偕成社 PV:7200672880 36 高

16 こども手に職図鑑 子供の科学, 手に職図鑑編集委員会編 誠文堂新光社 PV:7200670328 36 高〜

17 せかいいっしゅうあそびのたび ペズル文  平澤南絵  寒川恒夫監修 プレジデント社 PV:7200652865 38 低

18
「お家にある材料」でおもしろ科学の実験

図鑑
セルゲイ・ウルバン著  黒木章人訳 原書房 PV:7200656527 40 低〜

19 手作りスライムとこむぎねんどの本
Jamie Harrington, Brittanie Pyper, Holly Homer著

佐々木有美監訳  高橋信夫訳
オーム社 PV:7200651539 40 中

20 キッチンサイエンスラボ Liz Lee Heinecke著  竹内薫監訳  竹内さなみ訳 オーム社 PV:7200655527 40 中〜

21 クジラが歩いていたころ
ドゥーガル・ディクソン作  ハンナ・ベイリー絵

橋本あゆみ訳
化学同人 PV:7200668139 45 高〜

22 地球について知っておくべき100のこと

ジェローム・マーティン[ほか]文  フェデリコ・マ

リアーニ, パルコ・ポロ, デール・エドウィン・マ

レイイラスト  竹内薫訳・監修

小学館 PV:7200637259 45 高

23 ビジュアル顔の大研究 日本顔学会協力  こどもくらぶ編 丸善出版 PV:7200672882 46 高〜

24 すごいぞ!進化
アンナ・クレイボーン文  ウェスリー・ロビンズ

絵  鹿田昌美訳  郡司芽久日本語版監修
NHK出版 PV:7200652877 46 中〜

25 世界の植物大図鑑
サラ・ホゼ著  スミソニアン博物館, クリス・クレ

ネット監修  黒輪篤嗣訳
河出書房新社 PV:7200653721 47 高

26 チョウのそだち方 福田晴男監修・著  かとうけいこ著 国土社 PV:7200649013 48 低〜

27 どうぶつのおっぱいずかん 今泉忠明監修  高岡昌江文  秋草愛絵 学研プラス PV:7200667395 48 低

28 うちにカブトガニがやってきた!? 石井里津子文  松本麻希絵 学研プラス PV:7200650946 48 中

29 消えたレッサーパンダを追え! たけたにちほみ文  西脇せいご絵 学研プラス PV:7200665355 48 高

30 チョウはなぜ飛ぶか 日高敏隆作 岩波書店 PV:7200647885 48 高〜

31 ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎著 光文社 PV:7200647876 48 YA

32 どうしてしんがたコロナになるの? せべまさゆき絵  WILLこども知育研究所編著 金の星社 PV:7200655741 49 低

33 悲しいけど、青空の日 シュリン・ホーマイヤー文・絵  田野中恭子訳 サウザンブックス社 PV:7200656179 49 中〜

34 女子も!男子も!生理を知ろう 宋美玄監修 汐文社 PV:7200638130 49 中〜

35 モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二文  ヨシタケシンスケ絵 NHK出版 PV:7200650941 49 中〜

36 もしもトイレがなかったら 加藤篤著 少年写真新聞社 PV:7200669621 51 高

37 絵でわかる建物の歴史
エドゥアルド・アルタルリバ, ベルタ・バル

ディ・イ・ミラ著  伊藤史織訳
エクスナレッジ PV:7200646006 52 高

38 プロから学ぶ修理ずかん フレーベル館 PV:7200671981 59 中

39 食卓からかんがえる「人類の目標」 稲葉茂勝著  こどもくらぶ編 岩崎書店 PV:7200673685 61 中

40 お蚕さんから糸と綿と 大西暢夫著 アリス館 PV:7200638137 63 中

41 かいくんとセラピー犬バディ 井上こみち文 国土社 PV:7200640961 64 中

42 はこぶ仕事のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ PV:7200652086 68 中

43 希望、きこえる? 榮谷明子著 汐文社 PV:7200651506 69 高

44 オルセー美術館でさがせ! ニコラス・ピロー作  木村泰司日本語版監修 フレーベル館 PV:7200651507 70 低〜

45 美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館著  阿部賢一, 須藤輝彦訳 河出書房新社 PV:7200648393 70 YA

46
るるぶ楽しく折って親子で世界一周!旅のお

りがみ100
新宮文明[著] JTBパブリッシング PV:7200671165 75 低〜

47 知ってた?世界のスポーツルールと歴史 アダム・スキナー文  マーク・ロング絵  奥沢駿訳 徳間書店 PV:7200638138 78 高〜

48 めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみねかおる著 飛鳥新社 PV:7200643074 82 高

49 絵で見てわかるえいごずかん 佐藤久美子監修 学研プラス PV:7200640183 84 低〜
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