小中

ファイアー

小低

◆

長谷川集平 作

スーザン・ヴァーデ 文 ピーター・H・レイノルズ 絵 さくまゆみこ 訳

夜中にサイレンの音で目を覚ますと、
かおるちゃんのマンションの辺りが火
事だ。大丈夫かなあ？ 災害の多い今、
子どもの身近に迫る危機を描き出す。

小低

アフリカでは、頭につぼをのせて遠く
まで毎日水をくみに行く。いつか、す
ぐそこで冷たくてきれいな水を使える
日がくることがジージーの願いだ。

定価1,540円

理論社

さ・え・ら書房

ISBN978-4-652-20378-1

ふーってして

小低

松田奈那子 作

小低・小中・小高

◆

童心社
小低

ミシェル・ロード 作 ジュリア・ブラットマン 絵 川上拓土 訳 磯辺篤彦 監修

小低

◆

幼児

定価1,870円

ペク・ヒナ 作

長谷川義史 訳

日本絵本賞翻訳絵本賞のクレイ粘土の
写真絵本『あめだま』に登場する犬グ
スリが主人公。魅惑の関西弁で、生い
立ちや少年ドンドンへの深い愛を語る。
ブロンズ新社
小低

定価1,540円

幼児・小低

小低

村上康成 作

◆

なかざわくみこ 作

おじいちゃんと買い物に来たのは声が
行き交う横丁。活気溢れる店、人々の
ふれあいをやさしい色使いの絵で伝え
る。読み終えればお腹いっぱい！
文溪堂

定価1,650円

ISBN978-4-7999-0383-4

クレヨンハウス
小低

八尾慶次 作

幼児・小低

定価1,980円

鈴木出版
小中

◆

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

誕生日にペットとして贈られたのは大き
なまんまるいし。
石？ と驚いたけれど
共に過ごすうちに変化が……。
相手を思
いやる気持ちに心も温かくなる本。
ポプラ社

定価1,650円

ISBN978-4-591-16597-3

幼児

小低

小低

ゴブリン書房

定価1,650円

ISBN978-4-902257-40-3

市居みか 絵

定価1,430円
ISBN978-4-323-07473-3

えほんなぞなぞうた
谷川俊太郎 文

あべ弘士 絵

詩人谷川俊太郎が問う 37 編のなぞな
ぞ。ウィットに富み、ユーモアがあり、
かつ哲学的で深遠。妙味あるあべ弘士
の絵がいっそうの趣を添えている。

定価1,650円

アルマの名前は、６つ続いている。長
すぎると考える少女に、一つひとつが
祖父母や曾祖母から受け継ぎ、今の彼
女自身に繋がっていることを父が語る。

◆

金の星社

童話屋

ISBN978-4-905015-54-3

フアナ・マルティネス-ニール 作 宇野和美 訳

い〜れ〜て！

みんなと遊ぶのが苦手でも、描いた絵
と友達になれるから平気。でも「い～
れ～て！」の一言が、勇気を持てない
ぼくの背中をそっと押してくれるはず。

定価1,650円
ISBN978-4-7902-5419-5

アルマの名前がながいわけ

高畠那生 絵

定価1,540円
ISBN978-4-7520-0883-5

中川ひろたか 作

いつも一緒だったこけしのハッコちゃ
んとの思い出。あまんきみこが旧満州
大連での自らの体験を基に、幼い日の
喜びや哀しみから戦争を伝える。
のら書店

◆

アリス館

三原泉 訳

あるひあるとき

いし＊

アサリの砂を噛んだ瞬間に !? 石が源
流の岩盤から川を下り海に出て砂にな
るまでを辿る。壮大な歴史や時間、自
然の偉大さに思いを巡らせる科学絵本。

あまんきみこ 文 ささめやゆき 絵 佐藤仁史 解説監修

定価1,430円
ISBN978-4-7515-2961-4

わたしのペットはまんまるいし

ありがとう、
アーモ！

協力：子どもの読書推進会議

中川ひろたか 作

アーモが作ったおなべにいっぱいのシ
チューに、近所の人たちが次々やって
来る。しまいに中身はからっぽになる
が、とびっきりのお礼がまっていた。

リンゴをそのままにしておいたらどう
なる？ 変わりゆくリンゴを 346 日
間に渡り記録した写真絵本。だんだん
姿を変え最後は……。奥付の写真必見。
あすなろ書房

小低

定価1,980円
ISBN978-4-86101-386-7

オーゲ・モーラ 文・絵

ISBN978-4-03-437900-4
◆

◆

湖のほとりの小さな家では家族が幸福
に過ごしていた。だが時は流れ、住む
人も次々に移り変わった。この家がた
どった数奇な運命を美しい絵で描く。

定価1,540円

りんごだんだん＊

あの湖のあの家におきたこと

トーマス・ハーディング 文 ブリッタ・テッケントラップ 絵 落合恵子 訳

小川忠博 写真と文

定価1,540円
ISBN978-4-06-520094-0

まんぷくよこちょう

小中

ISBN978-4-577-04919-8

やとのいえ＊

偕成社

自然の中。釣りする少年、クモ、花、
動物など、それぞれが何かを待ってい
る。風が吹き、鳥の声が聞こえる。時
間がゆったりと流れる世界が心地よい。
講談社

◆

選定：公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会

谷戸に建てられたかやぶきの家とそこ
に暮らす家族。明治の初めから現代ま
で約 150 年間の村の暮らしの移り変
わりを表情豊かな十六羅漢が見つめる。

ISBN978-4-89309-673-9

まっている。

【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、定価（10％税込）、ISBNを記載しています。また、
「知識」の絵本には「＊」印、
「第26回日本絵
本賞最終候補絵本」には「◆」印を付与しています。記載事項は、2021年3月１日現在のものです。

定価1,650円
ISBN978-4-265-85165-2

やっこさんのけんか

フレーベル館
小高・中学

◆

＊◆
ほんとうにあったおはなし

五色の折り紙が、やっこさん、お相撲
さん、飛行機、船、風車と、折り方を
変えて、一番を決める勝負に挑む。紹
介された五種類の折り紙も楽しめる。

ISBN978-4-00-112695-2

ぼくは犬や

定価1,540円
ISBN978-4-494-01636-5

殿内真帆 作・絵

フルーフルーと響く笛の音に誘われて、
動物たちも音を奏で始める。音が重な
り、広がり、ひとつになる。音楽が生
まれる神秘的なときを描き出した絵本。

小低

虫ガール

岩崎書店

阿部海太 作

岩波書店

1年間に出版される新刊絵本は1,000点を超えます。
「2021 えほん５０」に選ばれた絵本は、
2020年1月から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た絵本で
す。
「よい絵本」
「日本絵本賞」をはじめ、これまで継続して多くの絵本を選定してきた当委員
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、
「2021 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。

下田昌克 絵

虫が大好きな小学生ソフィアは、その
ことで学校のみんなにからかわれて落
ち込む。でも今は胸を張って言える。
私は「虫ガール」と。本当にあったお話。

定価1,650円
ISBN978-4-09-725057-9

ぼくがふえをふいたら

◆

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

青く美しい海の絵。でも、そこにはた
くさんのプラスチックごみ。海洋汚染
の問題、取り組むべきことを伝える。
巻末に現状についての解説付き。
小学館

みどりバアバ

花屋の仕事が生きがいで、コロッケが
上手だった祖母の死。大好きだった祖
母との日々を振り返り、死に向き合う
少年の姿がていねいに描かれる。

定価1,320円
ISBN978-4-04-109137-1

プラスチックのうみ＊

定価1,650円

ISBN978-4-378-04148-3

ねじめ正一 作

色水をぽとりと紙に落とし、ふーって
吹いたら、あらら！ 子どもは絵の具
が大好き。自分でふーってしたら最高
だ！ みんなでふーってしよう。
KADOKAWA

みずをくむプリンセス＊

小低

定価1,980円
ISBN978-4-88747-138-2

おふろ、
はいる？

◆

飯野和好 作

祖父母や父母、いろいろな人たちが、
温泉、銭湯、家庭風呂など、自分の気
に入りのお風呂を楽しむ姿が描かれる。
古今東西のお風呂や歴史も紹介される。
あかね書房

定価1,540円

ISBN978-4-251-09936-5

小低

おもいではきえないよ

◆

小低

ジョセフ・コエロー 作 アリソン・コルポイズ 絵 横山和江 訳

おじいちゃんが残してくれた思い出、
それは大切な宝物。思い出の中ではい
つでもおじいちゃんに会える。身近な
人との初めての別れを描いた絵本。

小高

福音館書店

ISBN978-4-580-82382-2

環境破壊モンスターから＊◆
地球を救おう！
マリー・G・ローデ 著

小低

小林玲子 訳

幼児・小低

偕成社
小低

◆

越野民雄 作

高畠純 絵

小低

◆

幼児・小低

定価1,540円

BL出版
小中

ほりかわりまこ さく

定価1,540円

小低

こどもたちは まっている

◆

ほるぷ出版
幼児

荒井良二 著

小中

ミシェル・マーケル 文 ナンシー・カーペンター 絵 金原瑞人 訳

今日世界的な児童文学賞の名を遺す
ニューベリー。
18 世紀、
ジョン・ロック等
の近代思想に学び、子どもの本に “ 楽
しさ ” を重視した我らが先駆者の伝記。
西村書店

定価1,980円

ISBN978-4-86706-014-8

小中

定価1,540円

ポプラ社

◆

小低

光村教育図書
小低

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

1750 年当時のロンドンでは、紳士が傘
をさすのはありえないと思われていた。
でもジョナスは、傘をさして外に踏み出
した！ 常識を覆したがんこものの話。
光村教育図書

定価1,650円

ISBN978-4-89572-264-3

定価1,650円

幼児・小低

定価1,980円

小低・小中

偕成社

定価1,540円

ISBN978-4-03-222020-9

定価1,100円

100さいの森＊

伊藤弥寿彦 監修

「永遠に続く森」を目指し人の手で作
られた森。ヤマガラの目を通してその
歩みと森を造る生物の営みを丹念に描
く。何が大切か教えてくれる本。
講談社
小低

少年が川で大きな魚をつかみとろうと
格闘する。手の中でぐりぐりあばれる
命の感触が生々しく伝わってくる。作
者自身の体験に基づいて描かれた絵本。

松田奈那子 絵

ISBN978-4-7721-0250-6

松岡達英 著

定価1,705円

田島征三〔作〕

◆

こぐま社

マイクロマガジン社 ISBN978-4-89637-969-3
◆

ねこはすっぽり

ごろりーんと寝っ転がり、のびーんと
伸び、好きなところをがりがり。自由
気ままな猫の姿態を伸びやかに美しい
線で描く。擬態語も的確で楽しい。

ISBN978-4-591-16350-4

つかまえた

定価1,760円

ISBN978-4-7764-0963-2

石津ちひろ 文

はらぺこオオカミが、洞穴から「ちちゃ
こいやつ」をおびき出そうと大奮闘。
出てきた「ちちゃこいやつ」は !! 山形
弁が攻防戦を面白おかしく盛り上げる。

小低

◆

BL出版

ロブ・ハドソン さく ダニエル・カール やく

定価1,430円
ISBN978-4-89572-260-5

ねえさんの青いヒジャブ

イスラム教徒の女性が髪を覆う布ヒ
シャブ。
姉の青いヒシャブに憧れる少女
は、
周囲の偏見の目を受け止めつつも、
多様な価値観の大切さを知っていく。

ISBN978-4-7612-7492-4

ちちゃこいやつ

定価990円
ISBN978-4-8340-8584-6

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

頭足類のタコとイカ。どちらもよく似
ているが、からだのつくりや海でのく
らし方はだいぶ違う。水中写真を通し、
タコとイカの秘密をさぐる。

ISBN978-4-593-10064-4

シャルロットのおしゃぶり

福音館書店
小低・小中

タコとイカはどうちがう？＊

なにかがいる＊

「なにかがいる。
」という言葉と茂みや
草むらの写真。目を凝らすと、そこに
はさまざまな生き物の姿が。答えがシ
ルエットで示されているのも楽しい。

峯水亮 写真 池田菜津美 文 杉本親要 監修

シャルロットはおしゃぶりが片時も離せ
ない。家族は何とかしておしゃぶりを
やめさせようとみんなで知恵をしぼる。
家族の作戦はうまくいくのだろうか？

定価1,760円
ISBN978-4-7505-1598-4

子どもの本の世界を変えた＊◆
ニューベリーの物語

かんき出版

ファニー・ジョリー 文 フレッド・ベナグリア 絵 徳山素子 訳

こどもたちはまっている。雨上がりを、
夏を、夕焼けを……。繰り返す日々の
中で、次々に湧き上がってくる希望を、
光にあふれた風景に描き出した絵本。
亜紀書房

定価1,760円

定価1,760円
ISBN978-4-7764-0928-1

佐藤雅彦,ユーフラテス 作

1 本のせんと１このてんが出会い、遊
びだすと、楽しい形ができあがった。
せんとてんが友達を呼びにいき、色も
混じり、できあがった世界は……。

戦争のため、暮らしてきた町を離れる
ことになった少女。町の地図を広げ、
思い出の場所に印をつけ線で結んでみ
た。戦争の哀しさを静かに訴えている。

ひさかたチャイルド ISBN978-4-86549-225-5

幼児・小低

定価1,650円
ISBN978-4-7902-5407-2

せんとてん

梨の子ペリーナ

イタリアのむ
かしばなし
イタロ・カルヴィーノ 再話 関口英子 訳 酒井駒子 絵

BL出版

ヴェロニク・コーシー,ローラン・シモン 著 谷川俊太郎 訳

フラン・ヌニョ 文 ズザンナ・セレイ 絵 宇野和美 訳

犬と羊が野原に行ったり、汽車に乗っ
たり、ご馳走を食べたり。なぜ消しゴ
ム？ ポンと押した形で絵ができてい
るから。ポンポンはウキウキする！

◆

鈴木出版

ISBN978-4-7764-0936-6
◆

定価1,760円
ISBN978-4-7743-3193-5

せんそうがやってきた日

ISBN978-4-566-08056-0

宮殿から追い出されたペリーナは、旅
の途中で出会う女や犬たちの苦しみを
解きながら、魔女の宝物を探しに行く。
美しく幻想的な絵が魅力的。

突然やってきた戦争に全てを奪われ難
民となった子の姿を丁寧に描く。今、
世界で起きていること、私たちにでき
ることは？ に気付かせてくれる絵本。

小低

しあわせなときの地図

小中

ニコラ・デイビス 作 レベッカ・コッブ 絵 長友恵子 訳

新しい 12 色のクレヨン。ルーカスに
木や海を描いてもらって短くなったク
レヨンたちは幸せだった。しかし、一
度も使われないクレヨンが一本あった。

ISBN978-4-338-12658-8

けしごむぽんいぬがわん

小中

丸山陽子 作

本を振り回し、投げ、踏んづける。恐
竜たちが本を読めるようにと試みたこ
との数々。そしてたどり着いた読書の
極意は。迫力ある恐竜の絵が見どころ。

小低

くもん出版

定価1,650円

評論社

「どんなことがあっても生きるんやぞ」
悲しみを越え少年はどう生きるのか。
骨太の線と清明な色彩、ぎゅーっと心
をとらえる珠玉の言葉で成長を紡ぐ。

定価1,540円
ISBN978-4-593-10083-5

しあわせなクレヨン

定価1,650円

◆

◆

となりに住んでいるショセットさんは
規則正しい毎日を送っている。ところ
がある日、ショセットさんは思いがけ
ない行動に出た。そのわけとは？

ISBN978-4-00-112693-8

せきれい丸

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

たじまゆきひこ，きどうちよしみ 作

定価1,650円
ISBN978-4-03-348490-7

こんにちは！わたしのえ

ほるぷ出版

ジェイン・ヨーレン 文 マーク・ティーグ 絵 なかがわちひろ 訳

小峰書店

小低・小中

真っ白い紙に思い切って色をのせ、筆
で手で足で自由に描く。心のままに動
かすと色が生まれ、絵が生まれる。描
くことの喜び、開放感に包まれる。

定価1,650円
ISBN978-4-06-521316-2

きょうりゅうたちもほんがよめるよ

岩波書店

はたこうしろう 作

優しくて、うれしくて、幸せな気分に
なれるキス。動物たちのキスをねだる
顔は色鮮やかで大迫力！ 動物の特徴、
シャレの効いたテキストも秀逸。
講談社

定価1,650円

100,000,000,000,000,000,000,000のほし

小低・小中

買い物へ出た少年は僅かなお小遣いを
落としてしまい、見つけたのは笑顔の
店。笑顔は買うのではなく交換するも
のと教えられ、街に笑顔を広げていく。

ISBN978-4-8340-8580-8

こんなおおきなかず、
みたことある？＊

スマイルショップ

きたむらさとし 作

身の回りにある巨大な数をコミカルに
紹介する絵本。果てしなく壮大なス
ケールにひたすら圧倒されるが、最後
のページにはほっと一安心。

定価2,310円
ISBN978-4-309-29089-8

キス・スキ

小低

セス・フィッシュマン 作 イザベル・グリーンバーグ 絵 竹内薫 訳

ジュージュードラゴン、スッパネッシー
など モンスターが 次々登 場 大 暴 れ！
環境問題を楽しく学ぶ 絵本。モンス
ターをやっつけるにはどうしたらいい？
河出書房新社

トイレットペー＊◆
パーのはなし
谷内つねお さく

わたしたちが毎日使うトイレットペー
パー。よじったり、水をかけたり、卵
を落としたりするとどうなるだろう。
身近に使う紙の不思議が見えてくる。

定価1,650円

文研出版

このかみなあに？

定価2,200円
ISBN978-4-06-521124-3

氷上カーニバル

◆

あべ弘士 作

困難をのり越えて祭り気分は最高だ！
昔、札幌市で行われていた冬のお祭り
が楽しい絵本になった。のびやかで自
在な絵とお話は作家の真骨頂。
のら書店

定価1,760円

ISBN978-4-905015-55-0

