中学

ひとすじの光

＊
写真科学絵本

小高・中学

ウォルター・ウィック 文・写真 千葉茂樹 訳 佐藤勝昭 監修

きねふちなつみ 作 真鍋真,ジョン・ブルタン 監修

「光ってなにか」を写真で解明した絵本。
光は波、光の屈折、光の干渉など、難
解な光のメカニズムが工夫を凝らした
写真によって理解を容易にしている。

小低

はるか昔、地球上にいのちが生まれ、
長い時間をかけて進化を遂げた。壮大
な生命の営みを美しい木版画のイラス
トでたどった科学絵本。

本体価格2,000円

小学館

あすなろ書房

ISBN978-4-09-726849-9

ひみつのビクビク

小低

本体価格1,600円
ISBN978-4-908255-94-6

フォックスさんのにわ

あかね書房
幼児・小低

ブライアン・リーズ さく せなあいこ やく

小中・小高

本体価格1,400円

松岡篤 監修

ちいさなふしぎな ＊
生きもののかたち
かんちくたかこ 文

小中・小高・中学

小中

幼児・小低

ジョン・ヘア 作

絵本塾出版
小中・小高

小低

椎名かおる 文

マック・バーネット ぶん イザベル・アルスノー え まつかわまゆみ やく

眠る前、頭の中には「なあに？」がいっ
ぱい。パパの答えがステキな空想の世
界へと誘い、目を閉じると色とりどりの
素晴らしい世界が広がる絵本。
評論社

本体価格1,600円
ISBN978-4-566-08049-2

小高・中学

糸とクモ ＊
の彫刻家
エイミー・ノヴェスキー 文 イザベル・アルスノー 絵 河野万里子 訳

西村書店
小低

浜田桂子 作

家が留守の間に、この家の男の子の成
長について語り合う、家具たちの会議。
躍動感溢れる絵で、男の子の誕生から
現在までの様子が生き生きと描かれる。
理論社

本体価格1,380円

ISBN978-4-652-20322-4

あなたがおとなになったとき

小中・小高・中学・高校

ほるぷ出版
小中・小高

はたこうしろう 絵

宇野亞喜良 絵

幼児・小低

きたむらさとし 作

魔法の言葉を唱えれば、帽子の中から
いろんなものが飛び出して！ 明るく温
かな色使いの絵、テンポのよさに、さ
あ、魔法の言葉をご一緒に！
BL出版

本体価格1,300円

ISBN978-4-7764-0895-6

本体価格2,000円
ISBN978-4-309-29060-7

えっ！わたしだけの学校?

松本猛 訳

生徒はわたしだけ。先生たちはわたし
を優秀な生徒に育てようと話し合うが、
ついにはけんかに。怖くなって逃げ出
したわたしが出会ったものは……。

本体価格1,600円
ISBN978-4-577-04735-4

アブラカダブラカタクリコ

音がきこえ＊
てくる絵本
ロマナ・ロマニーシン,アンドリー・レシヴ 著 広松由希子 訳

劉旭恭 文・絵

亡くなった飼い猫について、しみじみと
語る詩の言葉が心に沁みて、愛おしい
存在だった猫の姿が立ち上がってくる。
深い詩の心を表現した絵も魅力。
フレーベル館

うるさく,しずかに,ひそひそと

河出書房新社
小低

石津ちひろ 文

本体価格1,600円
ISBN978-4-593-10031-6

音を視覚化した刺激的な絵本。耳より
な音が満載。本を開いてほんとうに大
切な音を見つけよう。洗練されたデザ
インと印刷の美しさも図抜けている。

ISBN978-4-06-514972-0

あのねこは

いっぽんのきのえだ＊

道具を使うのは人間だけではない。ゾ
ウはハエたたきに、ゴリラはつえに。一
本の木の枝を通じて見る動物たちの知
恵と工夫を色彩鮮やかに描く。

本体価格1,400円

講談社

協力：子どもの読書推進会議

コンスタンス・アンダーソン 作 千葉茂樹 訳

今を生きる若い人たちに向けた励まし
のメッセージ。あなたの人生に向かっ
て踏み出しなさいと語りかける。思い
のこもった巧みな絵に引き込まれる。

本体価格1,800円
ISBN978-4-89013-991-0

るすばんかいぎ

前田まゆみ やく

本体価格1,300円
ISBN978-4-07-439776-1

湯本香樹実 文

糸とクモと彫刻家ってどう繋がるの？
巨大な鉄の彫刻
『ママン』
で有名なルイー
ズの制作の源は何 ? 心躍る文章と呼
応する赤と青色のイラストは一級品。

本体価格1,400円
ISBN978-4-7515-2955-3

めをとじてみえるのは

主婦の友社

本体価格1,500円
ISBN978-4-86484-155-9

ルイーズ・ブルジョワ

小低・小中

あおいアヒルに育てられ、すくすくと
育ったワニは、歩くこともできなくなっ
てしまったあおいアヒルを、昔自分がし
てもらったように、大切に守る。

本体価格1,700円
ISBN978-4-902257-37-3

リュックをしょって

あおいアヒル
リリア さく

お父さんとカッパ山に登った日の出来
事が、子どもの視点で語られる。頂上
の爽快感は最高！ 体いっぱいに自然
を感じに、山に出かけたくなる絵本。

遠足の目的地は月。ところが、帰りの
宇宙船に乗りそびれた男の子は、宇宙
人たちと大好きなお絵描きで楽しい時
間。近未来の惑星間交流も微笑ましい。
あすなろ書房

小低・小中・小高

村上康成 作

本体価格1,900円
ISBN978-4-06-513455-9

みらいのえんそく

選定：公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会

本体価格1,100円
ISBN978-4-7746-2156-2

夜のあいだに

ゴブリン書房

水中を、空を、陸を、長い長い距離を
移動しながら生きる動物がいる。26 の
動物たちそれぞれが語り手となって、
旅の目的や様子を教えてくれる。

小低

【程度】
乳児＝０歳～３歳未満。／幼児＝３歳～就学前まで／小低＝小学校１
・
２年生／小中＝小学校３
・
４年生／小高＝小学校５
・
６年生／中学＝中学生／
高校＝高校生 ※対象読者の程度の下限です。より活用いただくために、特に必要な場合は複数示したものもあります。あくまでも目やすで
あり、読書力や指導の過程により変わるものであることをお含みください。
【記載事項】
書名、著者・画家・訳者名、出版社名、程度、本体価格（税抜）、ISBNを記載しています。また、
「知識」の絵本には、
「＊」印を付与していま
す。記載事項は、2020年3月１日現在のものです。

グリムロック通りでは、毎日ひとつずつ
枝を刈りこんで作った動物が現れる。
毎晩、魔法のように庭師が 作り出す
木々の美しさに町も人も変わっていく。

ローラ・ノウルズ 文 クリス・マッデン 絵 石川直樹 訳

講談社

1年間に出版される新刊絵本は1,000点を超えます。
「2020 えほん５０」に選ばれた絵本は、
2018年10月から2019年12月までに刊行された絵本の中から、全国SLA絵本委員会が厳選し
ました。
「よい絵本」
「日本絵本賞」候補絵本をはじめ、これまで継続して多くの絵本を選定し
てきた委員会が、ぜひ子どもたちに読んでほしいと推薦するものです。保育所、幼稚園、学校
そして家庭や地域などで、選書のための信頼できる情報源として広く活用されることを願ってい
ます。そして、
「2020 えほん５０」が、たくさんの優れた絵本との出会いの機会となれば幸いです。

テリー・ファン,エリック・ファン 作 原田勝 訳

本体価格1,400円
ISBN978-4-7520-0895-8

ぼくたちはみんな旅をする＊

ゆげゆげ〜

教育画劇

放散虫という小さな生き物が海にいる
らしい。大昔の化石を拡大したら、種
みたいな花みたいなロケットみたいな
不思議な形で続々登場！ 見飽きない。
アリス館

本体価格1,200円

ISBN978-4-251-09922-8

朝食のみそ汁、炊きたてご飯、パン屋
の焼きたてパン。熱々で湯気の上がる
ものがたくさん登場。温度や美味しさ
が伝わるユーモラスな絵も楽しい。

ISBN978-4-566-08054-6

ほうさんちゅう

福島モンタ 絵

さいとうしのぶ 作・絵

いつも一緒だったいぬを失ったフォック
スさん。喪失感で心がすさんでいく。
光と影が巧みに描きこまれた精緻な絵
が味わい深い。まさに “ 絵を読む “ 絵本。
評論社

もしもだるまにであったら

もしも「もの」が「いきもの」だった世
界に迷い込んだらどうすればよいか学
べる本。赤青鉛筆のみでコミカルに描
く世界に魅了されること間違いなし。

自分だけの秘密の「ビクビク」におび
えていた女の子。ある日、だれもが自
分の
「ビクビク」
を持っていることを知っ
て……。心を考える絵本。

小低

本体価格1,500円

ISBN978-4-7515-2954-6

山田マチ 作

フランチェスカ・サンナ 作 なかがわちひろ 訳

廣済堂あかつき

もし地球に植物がなかったら？＊

新日本出版社
中学・高校

本体価格1,500円
ISBN978-4-406-06277-0

エベレスト

命・祈り・挑戦

＊

サングマ・フランシス 文 リスク・フェン 絵 千葉茂樹 訳

世界最高峰エベレストを網羅した絵本。
山の誕生、伝説、生息する動植物、山
頂へのあくなき挑戦、最近のゴミ問題
等、あらゆる側面から山を語りつくす。
徳間書店

本体価格2,800円

ISBN978-4-19-864891-6

小中

おーい、
こちら灯台

小低

ソフィー・ブラッコール さく 山口文生 やく

夕暮から日の出まで、あかりを届け続
ける灯台。すべては船の安全のため。
自然を相手に、あかりを守る灯台守の
暮らしを丁寧に描く美しい絵本。

小低

幼児・小低

マック・バーネット 文 ジョン・クラッセン 絵 なかがわちひろ 訳

小低

佼成出版社
小低

ブリッタ・テッケントラップ 作・絵 木坂涼 訳

本体価格1,500円

くもん出版
小中・小高

武田美穂 作

小中

金の鳥

ブルガリアのむかしばなし

八百板洋子 文

ブロンズ新社
小低・小中

さかたきよこ 絵

小低

くもとそらのえほん＊
五十嵐美和子 作・絵

光村教育図書
小中・小高

武田康男 監修

小低

くろいの

小低

さく

『トマトさん』で知られる田中清代のモ
ノクローム絵本。大人には見えない「く
ろいの」と仲良くなった女の子は、不
思議な世界で楽しい時間を過ごす。
偕成社

小学館

本体価格1,400円

ISBN978-4-03-332880-5

幼児・小低

消防署では、いざというときのために、
毎日訓練と道具の点検を欠かさない。
地震や火事が起こった時に活躍する消
防隊員の 1 日がリアルに描かれている。
金の星社

本体価格1,300円

ISBN978-4-323-07437-5

りとうようい 作・絵

福音館書店
幼児・小低

光村教育図書
小低

小峰書店
小中・小高

内田麟太郎 文

北村裕花 絵

ゴリラが見つけたでっかいたまごはいっ
たい 誰 の たまご か。ダ チョウ？ ゾ
ウ？ それとも……。何が生まれるか
ドキドキ、大盛り上がりの一冊。
文研出版

本体価格1,300円
ISBN978-4-580-82383-9

町田尚子 絵

本体価格1,500円
ISBN978-4-338-26133-3

ぱんつさん

たなかひかる 作

ぱんつ一枚の「ぱんつさん」が繰り出
す不思議な世界。簡潔な言葉、色鮮や
かで迫力ある絵、意外な展開。繰り返
し読みたくなるユーモア溢れる絵本。

本体価格1,300円
ISBN978-4-7999-0337-7

たまたまたまご

なまえのないねこ

町の猫たちはみなそれぞれ名前を持っ
ている。名前のない猫が 本当に欲し
かったのは。丹念に描き込んだ猫から
は愛情が溢れ、しっとりと心温まる。

誰にも言っちゃいけないよ。たぬきが
秘密を打ち明けると、リスやコアラにも
実は美味しい秘密が。たぬきのさらな
る秘密が明かされるナンセンス絵本。

小低

本体価格1,400円
ISBN978-4-89572-246-9

竹下文子 文

加藤休ミ 作

文溪堂

ながーい5ふんみじかい5ふん

長い、短い、楽しい、辛い、大人の５
分、子どもの５分。
「５分」といっても
全然違う。様々な５分を簡潔な言葉と
親しみやすい絵でコミカルに描く。

本体価格1,300円
ISBN978-4-8340-8377-4

たぬきのひみつ

本体価格1,600円

ISBN978-4-265-85130-0

リズ・ガートン・スキャンロン,オードリー・ヴァーニック 文 オリヴィエ・タレック 絵 木坂涼 訳

建物ができるまでの工程を描いた絵本。
工事現場に響く音を独特な擬音とデザ
イン化した文字で表現し、建設工事の
作業を臨場感いっぱいに描いている。

本体価格1,500円
ISBN978-4-09-726848-2

鎌田歩 作・絵

小低

こうじのえほん

＊
ドラゴンのお医者さん ジョーン・プロクター
は虫類を愛した女性

岩崎書店

本体価格1,300円
ISBN978-4-7902-5373-0

たてる

本体価格1,500円
ISBN978-4-905015-43-7

まだ女性が社会で活躍することが少な
かった時代、爬虫両生類学者として道
を開いたプロクターをアニメーションも
手掛ける画家が個性的に描いている。

サリー・サットン さく ブライアン・ラブロック え あらやしょうこ やく

本体価格1,400円
ISBN978-4-89572-239-1

しゅつどう！しょうぼうたい＊

タタタタ

降矢なな 絵

パトリシア・バルデス 文 フェリシタ・サラ 絵 服部理佳 訳

本体価格1,800円
ISBN978-4-00-112671-6

鈴木出版

戦争が激しくなり、疎開する妹に父は、
元気な日には〇をかいてポストに入れ
るように、とはがきを持たせる。大きく
かかれた〇もだんだん小さくなり。

本体価格1,300円
ISBN978-4-569-78849-4

田中清代

本体価格1,400円
ISBN978-4-89309-660-9

字のないはがき

スージー・リー 作

チーターが、タタタタ走っていく。ガゼ
ルもヌーの群 れも追い越して。チー
ターのお目当ては一体、何だろう。そ
れとも何かに追われているのだろうか。

向田邦子 原作 角田光代 文 西加奈子 絵

いつも見慣れた雲にもいろいろな姿形
と特徴的な名前がある。柔らかなタッ
チの絵と語り口調に、思わず空を見上
げてみたくなる一冊。
PHP研究所

小低

スーパーでお金を拾ったルーベン。こ
れで欲しかった自転車が買える！ でも、
落とした人の気持ちを考えると……。
葛藤し、揺れ動く心を描く。

本体価格1,600円
ISBN978-4-7764-0863-5

のら書店
小中

岩波書店

どうぶつABCえほん

Ａで始まるのはリンゴ、ワニ、それか
ら……。美しいイラストと、ちょっとナ
ンセンスな例文で英語がもっと楽しく
なる。英語の言葉遊び絵本。

本体価格1,800円
ISBN978-4-309-29019-5

せん

本体価格1,500円

ISBN978-4-591-16294-1

安江リエ 文

岸本佐知子 訳

白い紙の上を、鉛筆が躍動感のある線
を描き出す。その線は白い氷上を滑る
少女のスケートの軌跡。言葉はなく絵
だけで語る独創的な発想の美しい絵本。

マリベス・ボルツ 文 ノア・Z・ジョーンズ 絵 尾高薫 訳

金の鳥や空とぶ馬を追って三人兄弟の
末の王子が活躍するブルガリアに伝わ
る素朴な冒険譚。色鉛筆の穏やかな色
彩の点描と線描による繊細な絵が秀逸。
BL出版

小中・小高

本体価格1,300円
ISBN978-4-7743-3046-4

自転車がほしい！

ポプラ社
小中

河出書房新社

きらいな人がいて、イヤなことがあっ
て、なにをやってもダメなときってある
よね。そんなときどうする？ 前向き
になれるアイデアがいっぱいの絵本。

本体価格1,400円
ISBN978-4-593-10084-2

８個の目で獲物を探す小さなクモが身
近に！ ハエを食べるクモ！ ハンター
としての生態や産卵から子育てまで
様々な視点で紹介する迫力の写真絵本。

ISBN978-4-06-516958-2

セミ

ちいさなハンターハエトリグモ＊

坂本昇久 写真・文

ニンゲンの会社で 17 年間働いてきた
セミ。どんなにまじめに働いても、セミ
であるためにばかにされる。大人の社
会の差別をシュールに描いた絵本。

本体価格1,300円
ISBN978-4-333-02786-6

ころべばいいのに

きくちちき 作

ショーン・タン 著

ヨシタケシンスケ 作

こわいもので、しりとり。思わず声に出
てしまうリズミカルさ、予想外の展開
を明るいタッチの絵で楽しめる。言葉
遊びの世界が広がる絵本。
ほるぷ出版

黒井健 絵

「富士にはソフトクリームがよく似合う」
のだそうだ。ホントかな !? ペロペロ、
ゴロゴロ、ドッカーンと元気一杯！ 華
麗でグッドセンスなナンセンス絵本。

ひさかたチャイルド ISBN978-4-86549-195-1

きょうふのしりとり

小高・中学・高校

ゴロゴロゴロゴロ

小低

本体価格1,500円

講談社

あきびんご 作

ぷんぷん、つんつんしていると、見え
ないギザギザが大きくなる。でもみん
ながやさしい気持ちになればすてきな
木が大きく育つ。心を考える絵本。

幼児・小低

本体価格1,300円

ISBN978-4-494-01631-0

こすずめとゆき

しろとくろ

猫のしろは、周りの全てに「なんで」と
興味津々。でも犬のくろと出会ってか
らは、くろのことが気になって……自分
の心に「なんで」と問いかける。

寒い夜ふわふわ落ちて来る白いもの。
それは小雀が初めて見る雪。心躍らせ
る小雀と朝まで小雀を優しく包む母鳥
が、澄んだ色調でしっとりと描かれる。

本体価格1,700円
ISBN978-4-19-864747-6

おおきなおおきな木みたいに

石川えりこ 絵

深山さくら 文

おおかみが月に向かって切ない声でほ
えるわけは……。ねずみとあひるのコ
ンビが力を合わせておおかみのいのち
を守る奇想天外のユーモア絵本。
徳間書店

村中李衣 作

童心社

ISBN978-4-566-08048-5

おおかみのおなかのなかで

幼児・小低

体が自由に動かない女の子が、やりた
いことに一生懸命挑戦していく姿を描
く。
「こくん」と頷くのは、
「がんばる」
の合図。周りが優しく見守ってくれる。

本体価格1,600円

評論社

こくん

ポプラ社
小低・小中・小高

本体価格1,300円
ISBN978-4-591-16049-7

ヒキガエルがいく

パク・ジォンチェ 作 申明浩,広松由希子 訳

ヒキガエルが次々に現れて、いばらも
金網も越えて、みんなで力強く突き進
んでいく。命の神秘を、迫力あるカエ
ルの描写と太鼓の音で表した絵本。
岩波書店

本体価格1,800円

ISBN978-4-00-112682-2

