小低・小中

なまえをつけて
谷川俊太郎 詩

小低

いわさきちひろ 絵

殿内真帆 作・絵

多くの子どもを描いてきたちひろ。子
どもの絵からインスピレーションを得た
谷川俊太郎が詩をつけ、生誕 100 年に
新しくちひろの子どもがよみがえる。

小低

フレーベル館

ISBN978-4-06-512800-8

ねこはまいにちいそがしい

小低・小中

ジョー・ウィリアムソン 作・絵 いちだいづみ 訳

小中

西村書店
幼児・小低

まつおかたつひで 作

幼児・小低

小低

本体価格1,300円

アリス館
小中

ジェン・キャンベル ぶん ケイティ・ハーネット え 横山和江 やく

幼児

本体価格1,600円

こがようこ 構成・文

小低

小低

降矢なな 絵

田島征三 作・絵

みんな蛙になって池を出て行った。お
たまじゃくしのままの自分を、周りは
笑うが、やがて……。力強いタッチで
色鮮やかに描かれた絵が秀逸。
佼成出版社

本体価格1,300円

ISBN978-4-333-02778-1

本体価格1,500円

小低

小低

ブロンズ新社
小低

偕成社

ISBN978-4-03-232560-7

小低

長谷川義史 訳

岩崎書店

本体価格1,500円

光村教育図書
小低

ルイーズ・スピルズベリー，セリ・ロバーツ 文 ハナネ・カイ 絵 大山泉 訳 佐藤学 解説

今、世界規模で起きている問題につい
て、その根本からわかりやすく解説す
る。自分ができることは何かを考える
きっかけとなる。シリーズ 4 巻。
評論社

本体価格 各1,500円
①ISBN978-4-566-08021-8 ②ISBN978-4-566-08022-5
③ISBN978-4-566-08023-2 ④ISBN978-4-566-08024-9

石井睦美 訳

本体価格1,400円

ISBN978-4-89572-223-0

おどりたいの

豊福まきこ 作

女の子たちのバレエ姿に一目で魅せら
れてしまったこうさぎは、勇気を出し
てレッスンに入れてもらう。他のうさ
ぎも加わり、発表会を開くことに。

本体価格1,300円
ISBN978-4-265-85122-5
①争いと戦争②難民と移民
③貧困と飢餓④差別と偏見

おたんじょうびの2つのたまご

たん生日のパーティーにジンジャーが
クラスのちょっとかわった女の子から
もらったプレゼントは、とびきりすて
きな手作りの２つのたまごだった。

ISBN978-4-89309-648-7

今、世界はあぶないのか?＊

本体価格1,400円

ISBN978-4-904188-50-7

ジェニファー・K・マン 作

苛酷な日々を懸命に生きる少女を守る
のは空想のライオン。ユーモラスな物
語の中、絵がかつての暴動や火山被害
などコロンビアの社会背景を伝える。

小中・小高

本体価格1,200円

えほんの杜

ハイロ・ブイトラゴ 文 ラファエル・ジョクテング 絵 宇野和美 訳

本体価格1,600円
ISBN978-4-905015-34-5

料理名人のワタナベさん！ ナベひと
つでおでんやカレー、ちゃんこも作っ
てしまう。しかしナポリタンは !? も
ちろん頑張れば大丈夫！ 名人だもの。

本体価格900円

いっしょにかえろう

おうさまがかえってくる100びょうまえ！
王様の部屋は、広くて面白いものが
いっぱい。王様の外出中に家来たちが
やりたい放題していたが、王様があと
100 秒で戻ってくると聞いて大慌て。

ISBN978-4-8340-8389-7

あめだま

協力：子どもの読書推進会議

柏原佳世子 作

あめだまを舐めたら、思いがけない声
が聞こえてびっくり。粘土の人形、緻
密に制作した背景による立体的な画面
と関西弁の訳文によるユニークな絵本。

本体価格1,400円

北村直子 作

山口マオ え

〈第24回日本絵本賞翻訳絵本賞〉
〈第24回日本絵本賞読者賞〉

ISBN978-4-00-112675-4

ワタナベさん

小風さち さく

ペク・ヒナ 作

種は風や動物や人間などによって遠く
へと運ばれて子孫を増やす。その繰り
返しの結果、今の地球がある。奇跡の
ようないのちのつながりを描く。
のら書店

小低

福音館書店

ISBN978-4-7520-0837-8

たねをめぐるいの＊
わたしたちのたねまき ちたちのおはなし

あむ

飼い主のかっちゃんを追いかけて、冒
険に出た黒犬あむ。かっちゃんの言い
つけを守ってひたむきに進む。リズム
よい口調、表情豊かな絵も楽しめる。

キャスリン・O・ガルブレイス 作 ウェンディ・アンダスン・ハルパリン 絵 梨木香歩 訳

本体価格950円
ISBN978-4-494-01258-9

ぼく、おたまじゃくし?

〈第24回日本絵本賞大賞〉

わたしたちだけのときは

岩波書店

「おいっちにおいっちに へっこぷっ
とたれた♪」声に出せばリズムが生ま
れ、体を動かしたくなるわらべうた絵
本。ユーモラスな絵も楽しめる。
童心社

川田伸一郎 監修

祖母が孫娘に静かに語る。かつてカナ
ダで行われた先住民族の同化政策が、
クリー族の少女たちから、美しい色の
服も長い髪も言葉も奪っていたことを。

ISBN978-4-7764-0828-4

へっこぷっとたれた

幼児・小低

デイヴィッド・アレキサンダー・ロバートソン 文 ジュリー・フレット 絵 横山和江 訳

本が大好きな人は必見！ 本が嫌いな
人は !? そんな人はドラゴンのフラン
クリンと握手をしよう。きっと本が好
きになる。もちろん、友達も増える。
BL出版

もぐらはすごい＊

選定：公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会

もぐらは土の中でどんな生活を送って
いるのだろう。「もぐらの手はスコッ
プみたい」「もぐらは力もち」など、
たくさんの不思議に驚かされる。

ISBN978-4-580-82328-0

フランクリンの空とぶ本やさん

【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
※対象読者の程度の下限です。これは目やすであり、読書力や指導の過程により大幅に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、第24回日本絵本賞受賞情報を記載しています。また、
「知識」の絵本
には、
「＊」印を付与しています。記載事項は、2019年４月１日現在のものです。

はまのゆか 絵

本体価格1,300円
ISBN978-4-593-56328-9

アヤ井アキコ 作

川から海へとたくさんの本をともに移
動する船の図書館。本を読んだり、お
はなしを聞いたり。船の図書館ならで
はのハプニングも。夢ある一冊。

小低

ママが10にん!?

ほるぷ出版

いしいつとむ 作

文研出版

本体価格1,500円
ISBN978-4-89013-988-0

ママは「あとで」ばっかり。ママが 10
人いればいいのになあ。抱っこしてく
れるママ、本を読んでくれるママ……。
でもぼくも 10 人いないと眠れない !?

本体価格1,500円
ISBN978-4-591-15882-1

ふねのとしょかん

1年間に出版される新刊絵本は1,000点を超えます。
「2019 えほん５０」に選ばれた絵本は、
2017年10月から2018年9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、
「2019 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。

たなかあきこ やく

天野慶 文

「バッタロボット」は、ボルネオから
オーストラリア、ニュージーランドま
でを冒険する。ジャングルや海の中の
生き物たちを一緒に観察してみよう。
ポプラ社

ぼくはアイスクリーム博士

アイスクリームで楽しい夏休みの自由
研究。トッピングで珍しい言葉も覚え、
お絵描き、計算。さらには 2000 年前
に遡る誕生秘話から歴史まで楽しめる。

本体価格1,600円
ISBN978-4-19-864650-9

バッタロボットのぼうけん

本体価格1,200円

ISBN978-4-577-04577-0

ピーター・シス さく

猫は朝から晩まで、飼い主の家族のた
めに働いている。ときどき迷惑なこと
もする。それでもなぜか憎めない。
猫の忙しい一日をユーモラスに描く。
徳間書店

髙柳雄一 監修

大きい、小さいはおもしろい。ときど
きややこしいけれど、僕は僕の大きさ
だ。
「大きさ」を科学の目で見る楽しさ
を知り、世界に興味をもつきっかけに。

本体価格1,400円

講談社

ぼくのおおきさ＊

BL出版
小低

本体価格1,300円
ISBN978-4-7764-0880-2

おなじそらのしたで

ブリッタ・テッケントラップ 作・絵 木坂涼 訳

月を見上げる猫の親子も、草原で暮ら
すライオンの親子も、みんな同じ空の
下で生きている。さまざまな動物の共
生を詩情豊かに描いた美しい絵本。
本体価格1,500円

ひさかたチャイルド ISBN978-4-86549-122-7

小低

かぜのひ

小低

サム・アッシャー 作・絵

吉上恭太 訳

小低

本体価格1,600円

おばあちゃん
のたからもの
リン・シャオペイ さく 宝迫典子 やく

小低

小低

小低

トロイ・ハウエル，リチャード・ジョーンズ 作 椎名かおる 訳

福田幸広 写真

街中の水槽に住んでいるくじらのウェ
ンズデー。思い切って高く飛んだ先に
待っていたのは……。迷いから一歩踏
み出す勇気を与えてくれる。
あすなろ書房
小低

小学館
小低

石川えりこ 作

小低・小中

本体価格1,500円

小高・中学

きりみ＊

本体価格1,600円

鈴木出版
小低

長嶋祐成 え・ぶん

幼児・小低

きりんきりん

小中・小高

武鹿悦子 詩

高畠純 絵

『きりんの なまえ いい なまえ
あさは くさの つゆたちが きらり
ん 「きりん！」て よぶ』心地よい
詩のリズムと色鮮やかな絵に心が躍る。
リーブル

アリス館

本体価格1,200円

ISBN978-4-947581-92-1

小低・小中

小学館
小低・小中

今森光彦 写真

太古の昔から生き延びてきた、無敵の
ハンター、サメ。その種類、なんと
500 種を超えるという。サメの特徴
や生態などを詳しく解説した絵本。
偕成社

本体価格1,800円

ISBN978-4-03-348380-1

小中

岩崎書店
小中

BL出版

小低

どうぶつマンションにようこそ

高畠純 絵

１階にはウ、２階にはカバが住んでい
る。１階上がるごとに１文字ずつ増え
ていく動物の名前。15 階に住む動物
とは……。楽しい言葉遊びの絵本。
文研出版
小低

本体価格1,300円

ISBN978-4-580-82310-5

どしゃぶり

おーなり由子 ぶん

はたこうしろう え

夏、ぼつっ！ぼつっ！と降り出した雨。
しばらくすると、土砂降りに。耳をす
ますと、いろいろな雨音が聞こえ、思
わず、雨の中に飛び出したくなる。

本体価格1,500円
ISBN978-4-494-01244-2

講談社
小低・小中

本体価格1,600円

本体価格1,800円

ISBN978-4-309-27879-7

二宮由紀子 文

本体価格1,300円

ISBN978-4-7764-0817-8

＊
動物たちは、冒険家! 地球を旅する生
きものの不思議

河出書房新社

ISBN978-4-09-726777-5

国を追われ、言葉もわからない石炭粉
の匂いのする町に暮らす少年。孤独な
心をひとりの老人と ｢空の王さま」と名
付けた一羽の白ハトが開いていく。

本体価格1,600円
ISBN978-4-265-08155-4

地球を旅する生きもの !? ツバメはど
のくらい飛ぶ？ どうやって？ 読め
ば動物博士間違いなし！ 表情豊かな
動物のイラストにも釘づけ間違いなし！

本体価格1,400円

ニコラ・デイビス 文 ローラ・カーリン 絵 さくまゆみこ 訳

町田尚子 絵

キム・トマス 文 フリオ・アントニオ・ブラスコ 絵 宇野和美 訳

ISBN978-4-7515-2840-2

空の王さま

たぬきの花よめ道中

山奥に暮らすたぬきが人間に化けて大
都会にお嫁入り。花嫁道中で目の当た
りにするのは !? 魅力的なたぬきたち
の鋭い文明観察。

シリーズ 6 作目。軽業師そうべえと仲
間が、琉球王国（今の沖縄）で起こす
大騒動。心優しき妖怪たちきじむなー
を通じて沖縄の人たちの心を伝える。
童心社

本体価格1,500円
ISBN978-4-338-26129-6

〈第24回日本絵本賞〉

千葉茂樹 訳

そうべえときじむなー

出口かずみ 絵

最上一平 作

たじまゆきひこ 作

本体価格1,500円
ISBN978-4-7520-0830-9

越智典子 訳

小低

水道から出る水、コップからこぼれる
水など、日常的現象の瞬間を切り取っ
た写真と連続写真で構成した科学絵本。
驚きから科学への一歩へと誘う。

本体価格1,500円

オーウェン・デイビー 作

小峰書店

本体価格1,500円
ISBN978-4-406-06241-1

そうだったのか！しゅんかん図鑑＊

たくはいびーん

動物の宅配便屋さんが荷物を運ぶと、
中身が大変身。そこにはある変身ルー
ルが……。細かく描きこんだ絵とリズ
ミカルな文章が楽しい、言葉遊び絵本。

小泉るみ子 作・絵

スタンリーとちいさな火星人

本体価格1,300円

ISBN978-4-8340-8380-4

林木林 作

伊知地国夫 写真

ISBN978-4-7902-5356-3

サメってさいこう！＊

から草もようが行く

あすなろ書房

詩人工藤直子と里山写真の妙手今森光
彦による至高の絵本。四季折々に移り
行く里山と命育む生物たちへの賛歌。
親しみを込め「さとやまさん」と呼ぶ。

本体価格1,350円
ISBN978-4-309-27956-5

幼児・小低

スタンリーは火星人になった。母の留
守に耐えるための、彼の切ない作戦を
兄と父はやさしく見守る。やわらかな
線で描き込まれた絵が味わい深い。

本体価格1,400円

さとやまさん

福音館書店

本体価格1,200円
ISBN978-4-251-09907-5

サイモン・ジェームズ 作

ISBN978-4-323-02466-0

工藤直子 文

毎日食べている魚の切り身は、切り身
になる前はどんな形をしているのだろ
う。海ではどんな生活をしているのだ
ろう。魚の形や生活の仕方が分かる。
河出書房新社

小低

広島、長崎に人類史上初めて投下され
た原子爆弾。その研究から投下実験ま
での極秘の過程を衝撃的に描く。美し
い絵が徐々に不気味さを増していく。

ISBN978-4-7764-0857-4

出発

新日本出版社

いもとようこ 絵

この計画はひみつです

本体価格1,500円

姉の嫁入り道具に唐草の風呂敷を掛け
たリヤカーを引いて千葉へ。行き交う
人々との出会いは、敗戦で特攻隊員に
なる目標を失った少年を再生させる。

ジョナ・ウィンター 文 ジャネット・ウィンター 絵 さくまゆみこ 訳

何を着て、髪型をどうして、何を食べ、
どこに行く……。見開きページに散り
ばめられたイラストから選んで自分好
みにコーディネートを楽しむ絵本。

小低・小中

心ってどこにあるのでしょう？

金の星社

ジュリー・モースタッド 作 石津ちひろ 訳

BL出版

ゆうきえつこ 文

心は、赤くなるほっぺ？ どきどきす
る胸？ 目や涙の中にも心があるかも。
見えない心はどこにある？ 愛らしい
絵が心を優しく温めてくれる。

ISBN978-4-7520-0853-8

きょうがはじまる

中学・高校

本体価格1,500円
ISBN978-4-09-726796-6

こんのひとみ 作

引っ込み思案のちえちゃんは、友だち
を助けるため、かんをける決心をする。
怖さと闘いながら走りに走るちえちゃ
んの姿に目が離せない大迫力の絵本。
アリス館

あかね書房

クルミが大好きなニホンリスの 1 年を、
表情や仕草をとらえた愛くるしい写真
と、臨場感ある文で描く写真絵本。リ
スに親近感を覚え、興味が尽きない。

本体価格1,500円
ISBN978-4-7515-2841-9

かんけり

クルミの森のニホンリス＊

大根は目立たないけれど、実はすごい
野菜だった。食文化、言葉、ルーツや
種類などさまざまな視点から大根に関
する知識をユーモラスに紹介する。

僕は自転車に乗れない。ちょっと恐い。
でも、ファンタジーの世界へこぎだす
と「バランス」
「リズム」と声が聞こえ
て……。乗れたら空が青くて最高だ！

本体価格1,400円
ISBN978-4-06-133339-0

講談社

久住昌之 文・絵

ISBN978-4-593-50596-8

じてんしゃのれるかな

大根はエライ＊

〈第24回日本絵本賞〉

平田利之 作

くるみをひとつ手にとって、ゆらした
り、耳にあてたりしてみよう。中には
思いがけない、小さな世界が広がって
いる。想像力がかきたてられる絵本。

本体価格1,600円
ISBN978-4-593-50597-5

ガラスのなかのくじら

小低

たかおゆうこ 作

カタカタカタ。おばあちゃんの足踏み
ミシンは何でも作ってくれる。ある日
そのミシンが壊れてしまう。本当に大
切なものは何か教えてくれる。
ほるぷ出版

ほるぷ出版

ISBN978-4-566-08031-7

くるみのなかには

小中

たくさんの孫たちと暮らすおばあさん。
あみもののじゃまをされたくなくて家
をとび出した。おばあさんがたどりつ
いたところは……。愉快な絵本。

本体価格1,400円

評論社

しずかにあみものさせとくれー！
ベラ・ブロスゴル さく おびかゆうこ やく

暗闇の中で触れた生き物を、それぞれ
に主張する村人たち。全体を見ること
の大切さを説く寓話を基にする。ペル
シャの細密画を参考にした絵が魅力的。

ISBN978-4-19-864692-9

カタカタカタ

幼児・小低

ミナ・ジャバアービン 再話 ユージン・イェルチン 絵 山口文生 訳

強風の中でのたこ揚げで、空へ舞い上
がった少年と祖父の、ファンタジック
な冒険と温かな交流の話。墨線と水彩
で描く嵐の場面など臨場感いっぱい。
徳間書店

ペルシャのふ
くらやみのゾウ るい詩から

本体価格1,400円
ISBN978-4-06-133324-6

なずずこのっぺ?

カーソン・エリス さく アーサー・ビナード やく

一本の草花を巡る昆虫のコミカルな姿
を、意味不明な昆虫語と、緻密で様式
美を持つ絵で描く、ユニークな絵本。
いつの間にか昆虫語がわかってくる。
フレーベル館

本体価格1,600円

ISBN978-4-577-04585-5

