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東京・学校図書館スタンプラリー 

２０２１ 
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本を開いて、広い世界を体験しよう  

  

新型コロナウイルス感染症の拡大は止まることを知ら

ず、いつ終わりがやってくるのかさえ分かりません。社会

全体が暗雲に覆われたように感じられ、みなさんも不安で

落ち着かない日々を送っていることでしょう。 

「東京・学校図書館スタンプラリー」でも、昨年度に引

き続き夏の学校図書館公開イベントが中止になりました。

学校図書館をたくさんの人に見てもらえる機会が失われた

ことは大変に残念でなりません。 

それでも、学校図書館のことを知ってほしい、多くの方

に読書を続けてほしいという思いから、このブックガイド

小冊子が作られることになりました。収録されているの

は、東京・学校図書館スタンプラリー参加校の司書が自信

を持っておすすめする本です。 

まずは気になった一冊を手に取ってみてください。そこ

から今まで知らなかった新しい世界が広がることでしょ

う。この小冊子から新しい本に出合う喜びを感じてもらえ

たらうれしいです。 

この小冊子を手に取った方が、心穏やかに、充実した読

書をする時間を持てることを願っています。 

 

 スタンプラリー実行委員長 杉山和芳 
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＊☆は小学生から読める本です。 

＊書名、著者名、出版社名などの情報は、出版社のホームページ、

国立国会図書館のデータベースに基づき作成しています。 

＊表紙画像については、出版社の掲載許諾を得ています。 

＊著者表示について著者や編著者は氏名のみとし、それ以外（編

者、訳者、監修者等）について著作の種類を示す語を付けて表示

しています。 
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しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 

島袋コウ   旬報社      

 

 

ネットで気をつけるポイントを知ろう！ 
 ネット炎上やフェイクニュースなど、インターネット上
でやってしまいそうな間違いが例になっていて、何がいけ
ないのか、どうしたら良かったのかを教えてくれます。
ソーシャルゲームは、自分の意志で適度なペースでゲーム
が出来ないしくみだということもわかります。インター
ネットを道具として使いこなすために、気になるところか
ら読んでみよう。そして、自分や周りが似たような状況の
時に気をつけることができるようにしよう。 

☆ 

007 

シ 

撮ってはいけない 

飯野たから 紺野礼央/監修 自由国民社       

 

 

スマホでカシャ!! それ大丈夫かな？ 
 友達と一緒にスマホで自撮りしたけど、うれしくて自分
のSNSにアップしちゃった！ あれ、でもそれってホント
に大丈夫かな？ ちゃんとSNSにアップすることを友達に
許可とったかな？ 実は勝手にアップすると肖像権とかプ
ライバシーの侵害とかになっちゃうんだ。じゃあレストラ
ンの料理は？ 芸能人は？ ハロウィンの仮装は？ いろ
いろな場面でのスマホのマナーとルールが書かれている一
冊。トラブルに巻き込まれる前にチェックしよう。 

  

021 

イ 

番号は謎（新潮新書） 

佐藤健太郎   新潮社      

 

 

なんでこの番号？ 
 電話番号からナンバースクール、スポーツの背番号や周
期表、交響曲まで、なぜその番号がついたのかドラマがあ
ります！ すっきり順番通りに番号がついたとは限らず、
もともとの理念は良かったんだけど番号が足りなくなった
り迷走したり、時には争いのタネになることも。ただの数
字が思い入れ深い憧れの番号になったり、大企業の命運を
左右したりするのは不思議です。本好きにはおなじみの、
NDCやISBNの話も出てきます。 

  

049 

サ 



 

3 

死について考える本 

メリー=エレン・ウィルコックス おおつかのりこ/訳 あかね書房      

 

 

なぜ死ぬの？ 死んだらどうなるの？ 
 あなたは「死」について考えたことはありますか？ な
んとなく「怖い」というイメージを持っている人も多いの
ではないでしょうか。この本では、自然科学、文化や宗教
など、さまざまな角度から死について探っていきます。昔
の人たちが「死」や「死後の世界」をどのように考えたか
を知ったり、科学的に「死」を迎えたときの体の変化を理
解したりしていれば、あなたの「死」に対するイメージが
変わってくるかもしれません。 

☆ 

114 

ウ 

発想力を鍛える33の思考実験 

北村良子   彩図社      

 

 

必要なのは考えるという行動だけ！ 
 思考実験とは特定の条件の下で考えを深め、頭の中で推
論を重ねながら自分なりの結論を導き出していく 「思
考」による実験です。頭の中だから特別な機材やデータは
必要なし。電車の中でも食事中でもできます。例えば1人
を助けるか5人を助けるか、サンデル講義で有名になった
「トロッコ問題」や映画 「マトリックス」 のモチーフに
なった「水槽の中の脳」など。興味深い実験を通して、思
考の中に新たな発見や気づきが生まれる一冊です。 

  

141 

キ 

きみを変える５０の名言 

佐久間博   汐文社      

 

 

すごい人の名言がたくさんつまってる！ 
 科学・冒険・起業の分野で活躍した人の名言を紹介しな
がら、1人ずつ、その人や、関連した話題が書かれている
本です。山中伸弥さんや、さかなクン、風間深志さんなど
大勢の人と出会えます。ハッとしたりドキッとする言葉、
へえ～と思う言葉など、それぞれの分野で苦労をしたり、
頑張った人ならではのメッセージが輝いています。生き方
や名言を知れば勇気や元気をもらえると思います。あなた
の心に響く名言を探してみて下さい。 

☆ 

159 

キ 
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多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 

Ｊａｍ/まんが・文 名越康文/監修 サンクチュアリ出版       

 

 

悩みもスッキリ！ 解消のアドバイス 
 日々感じるモヤモヤした悩みを、考え方ひとつでスッキ
リさせましょう。この本には、今をラクに、前向きに生き
ていくための64のアドバイスが書かれていて、私を元気づ
けてくれます。書名にもなっている「多分そいつ、今ごろ
パフェとか食ってるよ。」は、自分は人間関係でクヨクヨ
悩んで落ち込んでいても、相手は何事もなかったようにパ
フェとか食べてるって！ と考え方次第で心は軽くなるっ
て教えてくれます。 

☆ 

159 

シ 

２０２０年６月３０日にまたここで会おう 
瀧本哲史伝説の東大講義（星海社新書） 

瀧本哲史   星海社      

 

 

２０１９年に夭折した著者の想い 
 エンジェル投資家かつ京大准教授の瀧本哲史が2012年、
300人の若者に向けて行った“伝説の東大講義”。学生と
の対話がそのまま文章になっていて瀧本さんの言葉の鋭
さ、熱量、圧が現地にいるかのように迫ってくるのでペー
ジを繰る手が止まりません。日本は衰退するだけ、英語を
勉強して海外に脱出を考えている10代に、第3章に提示さ
れた武器を手に取り、正しい選択を続ければ、希望は見え
るということを伝えたいです。 

  

159 

タ 

セント・キルダの子 

べス・ウォーターズ/文・絵  原田勝/訳 岩波書店      

 

 

みんないなくなった さいはての島 
 スコットランドの西に位置するセント・キルダ諸島は、
「世界のはての島々」と呼ばれています。その中にあるヒ
ルタ島には1930年まで村がありました。人々は島の崖に巣
をつくる海鳥を食糧や燃料にしていました。教会と学校の
他はすべて海に囲まれた世界。読んでいると荒々しい風と
海鳥の鳴き声が聞こえてきそうです。挿絵は版画の技法に
よって描かれ、あたたかさと美しさがあります。島で暮ら
していた人々はどこにいったのでしょうか。 

☆ 

233 

ウ 
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まんが世界と日本の人物伝１００ 4巻 不朽

の名作を書いた人たち 富士山みえる   偕成社      

 

 

まんがで身近に感じる歴史上の人物 
 このシリーズでは世界と日本の歴史上の人物を紹介して
います。第4巻では、紫式部、アンデルセン、小泉八雲、
コナン・ドイル、夏目漱石、与謝野晶子、浜田広介、宮沢
賢治、金子みすゞ、新美南吉の10人を紹介しています。今
も読まれている名作を残した人です。まんがでは、悩んだ
り、笑ったり、泣いたりしている姿に親しみがわくと思い
ます。解説もついているので、人物だけではなく、歴史や
時代のこともわかって面白いですよ。 

☆ 

280 

フ 

ルース・ベイダー・ギンズバーグ 

ジェフ・ブラックウェル＆ルース・ホブデイ/編  橋本恵/訳 あすなろ書房      

 

 

RBGの生き様、カッコいい！ 
 ルース・ベイダー・ギンズバーグはアメリカの法学者、
弁護士で、1993年から晩年までアメリカ合衆国連邦最高裁
判事として活躍しました。性差別の訴訟を数多く手掛け、
2020年に87歳で亡くなるまで一貫して男女平等の実現に人
生を捧げました。頭文字から「RBG」とも呼ばれ、あらゆ
る世代からリスペクトされています。本書は彼女の人生哲
学が取材形式で綴られ、漢字にはふりがなも。胸に響く言
葉が詰まっています。 

☆ 

289 

ギ 

猿橋勝子 女性科学者の先駆者（はじめて読む

科学者の伝記） 清水洋美 野見山響子/絵 汐文社      

 

 

「なぜ？」の答えを夢中で探すと…… 
 今とは違い、女性が勉強できる機会が少なかった昭和初
期。高等女学校に通い、ノーベル賞を２度受賞したマ
リー・キュリーの生き方にあこがれ、女性研究者の道に進
むことになった、猿橋勝子の一生が描かれています。第五
福竜丸の「死の灰」の分析を依頼されるような測定法を編
み出した、彼女の研究についても分かりやすく説明されて
いて、女性の伝記としてはもちろん、科学分野に興味があ
る人も楽しめる一冊です。 

☆ 

289 

サ 
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「孤独」は消せる。私が「分身ロボット」で

かなえたいこと 吉藤健太朗   サンマーク出版      

 

 

「孤独」は人を殺すから 
 作者は、小5から中2まで長期不登校を経験し、そこから
「人間の孤独を解消すること」を人生の使命として分身ロ
ボットを作りました。これを使えば、病気やケガでの長期
入院、精神的な理由での不登校など教室で授業を受けられ
ない人も授業に参加でき、体を動かすことができない人も
仕事を担うことができます。「人は、誰かに必要とされた
い。必要としてくれる人がいて、必要とする人がいる限
り、人は生きていける。」 

☆ 

289 

ヨ 

未来をつくるあなたへ（岩波ジュニアスター

トブックス） 中満泉   岩波書店      

 

 

未来のために世界を知ろう 
 紛争や兵器、気候変動、人権、格差、コロナの状況な
ど、世界の様々な問題について、わかりやすく説明してい
ます。作者は、国連で軍縮の仕事をしている女性です。一
生懸命頑張っても、たくさんの人が犠牲になっていくのを
見て、落ち込むことがあるそうです。そんな時には、世界
の歴史の中で不可能と思われてきたことが実現してきたこ
とを思い起こす、と書かれています。世界の舞台で働いて
みたい、という人にも参考になるでしょう。 

☆ 

304 

ナ 

憎しみを乗り越えて  ヒロシマを語り継ぐ

近藤紘子 佐藤真澄   汐文社      

 

 

「Person to Person」託されたバトン 
 原爆の爆心地からすぐの教会で赤ん坊の時に被爆し、奇
跡的に助かった近藤紘子さん。牧師であるお父さまの働き
によって、顔にヤケドを負った「原爆乙女」たちと出会
い、アメリカへの憎しみが生まれます。けれど、「原爆乙
女」たちとの関わりの中で善意あるアメリカ人たちと出会
い、その気持ちは変わってゆきます。ご自身の体験と心の
変化を、語り部として力強く語ってくださる近藤紘子さん
の思いのバトンを受け取ってください。 

☆ 

319 

サ 
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もしも世界に法律がなかったら 「六法」の

超基本がわかる物語 木山泰嗣   日本実業出版社       

 

 

えっ！ 親友のユッコが13歳で結婚!? 
 もしも憲法がなかったら？ 民法がなかったら？ 刑法
がなかったら？ ……。中学1年生の女の子ジュリは法律
の無いパラレルワールドに迷い込んでしまいます。そこで
は自由に引っ越せなかったり、そんなのおかしいと主張し
たらタイホされたり、親友のユッコがまだ13歳なのに結婚
すると言い出したり、もうめちゃくちゃな世界！ 難しそ
うな「六法（憲法・民法・刑法・刑事訴訟法・民事訴訟
法・商法）」の大切さがよくわかる物語。 

  

320 

キ 

ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で

「移民」になった私の物語 ナディ   大月書店      

 

 

日本に暮らす「隣の友人」 
  ひとりひとりは違うのに、「難民」「移民」あるいは
「外国人」でひとくくりにしてしまいがち。6歳からのナ
ディの、日本に来たばかりの不安や喜び、迷いながら進路
を選択する姿に、くくられた「移民」ではないひとりの女
の子の姿が浮かび上がります。読み終えた後に目にする
「超過滞在」や「在留特別許可」の言葉は、遠い誰かのこ
とではなくなり、「移民」や「難民」が身近な「隣の友
人」として見えてきます。 

☆ 

334 

ナ 

「ハーフ」ってなんだろう？ あなたと考え

たいイメージと現実 下地ローレンス吉孝    平凡社      

 

 

「複雑性」の理解を求めて 
 「ハーフ」と一言でいってもいろいろ。肌の色がちが
う、使う言葉がちがう、文化も価値観もちがう。少しの違
いが、差別の対象となる。同じ日本に住んで日本語を話し
ていても、時には悪意も意図もなく傷つけられることも。
「ハーフ」という定義をしようにも、一つにはくくれない
多種多様な人々がいる。ひとくくりにはできない「多様
性」を、「社会」でどう相互理解していくか、考えてみま
せんか？ 

  

361 

シ 
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あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 １０代

から知っておきたい 森山至貴   ＷＡＶＥ出版      

 

 

優しいような言葉にチクッとするのはなぜ 
 他人から親切で言われているはずの言葉、ほめられてい
るはずの言葉、自分をわかっているはずの言葉に何か気持
ちがイライラしたり、チクッと痛んだり、泣きたい気分に
なったことはありませんか。この本を読めば、どうしてそ
のようになるのか理解できると思います。いろいろな場面
を想定し「ずるい言葉」を紹介、その対処方法も教えてく
れます。子どもや弱い立場の人たちが嫌な思いをしない社
会にするためのヒントにしたい本です。 

  

361 

モ 

昔のお仕事大図鑑  こんな仕事があったん

だ！   小泉和子/監修  日本図書センター      

 

 

仕事からみる歴史の流れ 
 明治から昭和にかけて盛んだった職業が写真付きでわか
りやすく紹介されています。手紙の代書屋や屋根を葺きか
える職人など、今ではほとんど見られなくなった仕事があ
る一方、貸本屋はレンタルコミックとして見かけるように
なり、下宿屋はシェアハウスへと形を変えて注目されるな
ど、時代による仕事の変化が身近に感じられる一冊です。
巻末にある賃金や物価の移り変わりを自分のお小遣いと比
較すると面白いかもしれません。 

☆ 

366 

ム 

子どもを守る言葉『同意』って何？ 

レイチェル・ブライアン 中井はるの/訳 集英社      

 

 

あなたと周りの人を守る大切なこと 
 あなたとあなたの周りの人が安心してすごすために大切
な「同意」という考え方を、かわいいキャラクターたちと
学ぶマンガです。同意とはかんたんに言うと「いいよ」と
いうこと。おたがいに「同意＝いいよ」を確認することが
大切だと教えてくれます。なぜなら、大丈夫だと思うこと
とイヤだと思うこととを分ける線である「バウンダリー」
は人それぞれ違って、時と場合によっても変わるからで
す。子どもも大人も読んでほしい本です。 

☆ 

368 

ブ 
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わたしが障害者じゃなくなる日 難病で動けなくても

ふつうに生きられる世の中のつくりかた 
海老原宏美   旬報社      

 

 

病気であること≠「障害がある」こと 
  障害のある人とどんな風に接したらいいんだろう。ど
んな風に手伝ったり、声をかければいいんだろう。わから
なくてためらってしまうことはありませんか？ 初めの一
歩は「知る」ことから。海老原さんの障害の捉え方や、考
えていること、周囲との関わり方を知ると、ためらいが
すっと消えます。特別に弱くもなく強くもなく、特別にが
んばる必要もない、ひとりの友人として手を差し伸べるこ
とができるようになるはずです。 

☆ 

369 

エ 

おもしろ大発見！ 世界スゴすぎ事典 

  須藤健一/監修 池田書店      

 

 

世界の文化の違いを知る一歩に！ 
 私たちが住む日本では、地域によって言葉や料理などさ
まざまで驚くことが多くあります。それが世界となるとど
うでしょうか？ この本には世界中の食べ物・学校・乗り
物・住まいなど、文化や習慣のスゴすぎることが詰まって
います。「夏休み3か月、宿題なし！ ラトビアってどん
な国？」（本文より）ページを開くとイラストで楽しく読
めるように解説され、その国の豆知識や国別データも載っ
ています。世界は広い！ 驚きの一冊です。 

☆ 

382 

オ 

ハウ・トゥー バカバカしくて役に立たない暮らし

の科学 ランドール・マンロー 吉田三知世/訳 早川書房      

 

 

日常の疑問を真剣に考えてみたら……。 
 日々の生活で、ちょっとした疑問が生じることがありま
す。例えば、「家に電気を調達するには」や、「スキーを
するには」などです。これら、いたって普通の疑問を「科
学的に」考えると、なぜか宇宙が消滅し、ローラースケー
トを発明することになってしまいます。この本には、そん
な日常での疑問と、ななめ上の解答がたくさん載っていま
す。肩に力を入れず、あまりに無茶で笑える、しかし科学
的には正しい解答を楽しんでください。 

  

404 

マ 



 

10 

ハシビロコウのすべて 動かなくてカッコいい鳥 

謎の生態を徹底解説   今泉忠明/監修 廣済堂出版      

 

 

会ったら、驚くか、怖がるか、どっち？ 
 ハシビロコウという鳥を知っていますか。漢字では「嘴
広鸛」と書きます。大きなくちばしを持っていて印象深い
姿です。故郷はアフリカの湿地帯で、生態は、まだまだ謎
だらけのようです。日本の動物園でも何羽か飼われていま
すが、それぞれ個性豊かな表情を持っていて、気むずかし
いだけのように見えますが、おちゃめなところもたくさん
あるようです。映像で最初に見た時、一羽で遠くをじっと
見つめて立っている姿に心奪われました。 

☆ 

448 

ハ 

もがいて、もがいて、古生物学者!!  みんなが恐竜

博士になれるわけじゃないから 
木村由莉   ブックマン社      

 

 

研究の道はきびしい……だけど、楽しい！ 
 『ジュラシック・パーク』の女性古生物学者に憧れて、
恐竜博士の夢を抱いた著者。大学はビリからスタート、ラ
イバル多数……しかし持ち前の行動力とチャレンジ精神、
一途な努力で、目標への道を切り拓いていきます。挫折や
葛藤と向き合うたび自らの意志を再確認し、乗り越えてい
く姿には、研究者を志す人でなくとも大いに共感し、勇気
をもらえるはずです。留学先での活動や研究の現場のリア
ルな情報、進路アドバイスなども満載です。 

☆ 

457 

キ 

生き物が大人になるまで 「成長」をめぐる

生物学  稲垣栄洋   大和書房      

 

 

大人は子どもより大きいのだろうか？ 
 動物の赤ちゃんは、小さくてかわいいという印象があり
ます。大人と子どもの一番の違いは体の大きさでしょう
か？ 成長とは、体の大きさのみで測られるものでしょう
か？ 生物の多くは、本能と知能を持って生まれてきま
す。本能を最も高度に発達させたのが昆虫です。私たち哺
乳動物が成長するためには、知能を高度に発達させる必要
があります。虫や動物、植物の成長について短く適切に書
かれた文章から学ぶことができる本です。 

☆ 

461 

イ 
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オオカマキリと同伴出勤 昆虫カメラマン、

虫に恋して東奔西走 森上信夫   築地書館      

 

 

虫様のシャッターチャンス待ち 
 普段はサラリーマンで、夜と休日だけ昆虫カメラマンに
なるという著者の奮闘記です。書名にある状況は何かとい
うと、今にも卵を産みそうなオオカマキリの産卵シーンを
撮るために一晩中見張っていたものの、結局産まなかった
ので、仕方なく職場に連れて行ったという話です。そんな
昆虫ファーストの日々をのぞきながら、兼業カメラマンな
らではの苦労・工夫や、偶然出会った昆虫のドラマチック
なシーンなどをお楽しみください。 

  

486 

モ 

寝てもサメても深層サメ学 

佐藤圭一、冨田武照    産業編集センター      

 

 

サメに人生を捧げた科学者、深層に迫る 
 サメと言えば「ジョーズ」に登場するホホジロザメを連
想する人も多いだろう。少々、怖いもの見たさでこの本を
選んだところもあったのだが、読んでみると実に奥深く、
また生態を知ることで、サメは興味ある存在へと変わって
いった。ひとつには「奥深い繁殖方法」がある。サメは卵
から生まれるのか、子を産むのか、まだ研究途中ではある
ようだが、正解は？「ホホジロザメの授乳」についても実
に興味深いので、ぜひ読んでみよう。 

☆ 

487 

サ 

くさい！ だれでもなんでも、においパワーがばくはつだ！ 

クライヴ・ギフォード ピート・ガムレン/絵 桑原洋子/訳 河出書房新社       

 

 

いろいろなにおいがたくさん！ 
 においって、気になりますよね。なかでも気になるのは
「くさい」もの。この世界にはくさいものがたくさんあり
ます。身近なものだけでなく、いろいろなくさいものがど
んなにおいがするのかが紹介されています。くさいものだ
けでなく、よい香りやそのほかのにおいのこと、においに
はちゃんとした理由があることもわかります。また、体か
ら出るにおいの理由も知れば納得。くさいにおい爆弾の作
り方も載っています！ 

☆ 

491 

ギ 
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スマホ脳（新潮新書） 

アンデシュ・ハンセン 久山葉子/訳 新潮社      

 

 

スマホに脳をハックされないために 
 「スティーブ・ジョブズはわが子になぜiPadを触らせな
かったのか？」という衝撃的な帯の一文。精神科医の著者
がいうには、スマホやSNSは、できるだけ人間を依存させ
るよう巧妙に開発されているそうだ。中高生に特に読んで
もらいたいのは第4章の「集中力こそ現代の貴重品」。
“ながら”勉強はもちろん、そばに置いておくだけでも集
中力は奪われてしまう。ではどうしたらいい？ 今すぐ巻
末の6ページを実践しよう。 

  

491 

ハ 

すごいぞ！はたらく知財 14歳からの知的財産入門 

内田朋子、萩原理史、田口壮輔、島林秀行 桑野雄一郎/監修 晶文社      

 

 

創造性あふれた人生にするためにも 
 調べ物をしたり、何かを制作するとき、「著作権」に気
をつけなければならない、とはよく聞いていると思いま
す。さて、この「著作権」は、「知的財産権」のうちの一
つで、他に「特許権」「意匠権」「商標権」などがありま
す。創造側とそれを享受する側が、お互いに尊重していか
なければならない理由を、わかりやすく教えてくれます。
そしてそれは、やがて私たち自身の創造的活動へとつな
がっていくのです。 

  

507 

ウ 

そこに工場があるかぎり 

小川洋子   集英社      

 

 

好きです、工場 
 工場見学ってどこかわくわくさせるものですね。取材先
は「面白そう！」だけがポイントで決めたもの。お菓子工
場は言わずもがな、金属加工・ガラス加工・ボート・鉛
筆・大型ベビーカー。時代の最先端をいく技術というより
は地道にものづくりを続けている、そんな工場に心ひかれ
たと言います。工場というと画一的な感じがしてしまうけ
れど、けしてそんなことはない。職人さんたちの仕事に対
する真摯な姿勢に胸をうたれます。 

  

509 

オ 
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日本珍景踏切 決定版 

伊藤博康   創元社      

 

 

日常に見え隠れする、風変わりな風景。 
 都内に住んでいれば、踏切を通ったことがない人は、ま
ず、いないでしょう。そんな私たちの日常に、当たり前に
存在する踏切ですが、踏切のなかには、一風変わったもの
があります。一度に7本の線路を渡る踏切。道路優先で鉄
道(！)を止める踏切。トレーラーや船が横切る踏切……。
さらには、菜の花や、アジサイに囲まれた踏切など、風光
明媚な踏切も紹介されていて、眺めていると、それらの踏
切めざして出かけたくなる本です。 

☆ 

516 

イ 

人の心に木を植える 「森は海の恋人」30年 

畠山重篤（はたけやま しげあつ） スギヤマカナヨ/絵 講談社      

 

 

気持ちがやさしいと、自然はよみがえる 
 この本には、森・川・海と自然はつながっていること
や、文中に出てくる百種類を超す動植物のイラストがのっ
ています。著者は宮城県気仙沼湾でカキとホタテを養殖す
る漁師で、「森は海の恋人」を合言葉に地元の方々と植林
活動を30年以上続けています。東日本大震災によって海は
死んだかに見え、養殖を再開するのにも年月がかかると思
われました。しかし、これまでの活動もあり、海がよみが
えっていく様子も語られています。 

☆ 

519 

ハ 

宇宙に行くことは地球を知ること （光文社

新書） 野口聡一、矢野顕子 林公代/取材・文  光文社      

 

 

宇宙旅行に行く日は、近い。 
 2021年5月、3度目の宇宙飛行を終え、地球に帰還した宇
宙飛行士野口聡一さん。宇宙ステーションからのリアルな
宇宙生活のYouTube動画やTwitterが人気です。ミュージ
シャンの矢野顕子さんは、宇宙旅行に行く日のため、訓練
に必要な水泳を最近習ったほどの宇宙好き。まったく違う
分野のスペシャリスト二人の対談がこの本で実現しまし
た。宇宙から地球を見る、無重力空間に行く日は、もうす
ぐそこなのだと感じられます。 

  

538 

ノ 
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お菓子な自由研究 実験みたいなお菓子作り 

  東京製菓学校/監修 学研      

 

 

お菓子作りは実験だ！ 
 甘くておいしいお菓子、みんな好きですよね。甘いのは
お砂糖が入っているから。そして、そのお砂糖が実はいろ
いろな役割を果たしています。お砂糖だけでなく、お菓子
をおいしくするいろいろな力や素材について、実際にお菓
子を作って確かめられる本です。下準備から作り方までが
わかりやすく説明されていて、実際に自由研究をするとき
に役立つヒントもたくさんです。たのしく、おいしい自由
研究に挑戦してみませんか？ 

☆ 

596 

オ 

ニッポンのサイズ図鑑 イラストでわかる 

石川英輔/原作 淡交社編集局/編  淡交社      

 

 

ものさしが増えたら世界が広がる 
 今は世界標準のはかり方があって世界中どこへ行っても
同じ長さをはかれて合理的ですが、もののはかり方はそれ
だけではありません。尺貫法みたいな身体尺は、自分の体
を参照すればだいたいのサイズが分かるので、これもある
意味合理的です。いちいち他人のものさしに合わせるのは
面倒ですが、違うはかり方を知ることも大事。ものさしが
増えるということは、はかることのできる価値が増えると
いうこと。多様な豊かさが広がります。 

  

609 

イ 

図解でわかる 14歳から知る食べ物と人類の 

1万年史 インフォビジュアル研究所   太田出版      

 

 

食べ物と歴史の深～い関係 
 人類は大昔から狩りや農耕をして生活してきました。し
かし美食への欲求が高まるにつれて、問題も生じてきま
す。砂糖が奴隷の重労働を生んだり、紅茶が戦争を招いた
りしたそうです。現代では環境への影響も問題になってい
ます。「ウォーターフットプリント（水の足跡）」という
言葉を知っていますか？ 製造過程で水をどれだけ使った
かを計算したものです。持続可能な社会のために何ができ
るかを考えるきっかけにしてください。 

  

611 

ス 



 

15 

犬部！ 北里大学獣医学部（ポプラ文庫） 

片野ゆか   ポプラ社      

 

 

かわいそうな犬や猫を減らすには？ 
 いろいろな理由から大切に育ててもらえなくなった犬・
猫がいます。その動物たちがどこで、どのような生き方を
しているか知っていますか？ この本は、そうした行き場
のない動物たちを救うために活動している人たちの、本当
にあったお話です。動物を飼うということ、命の向き合い
かた、動物にかかわる仕事、あきらめないことの大切さな
ど多くのことを知る・考えることができます。動物が好き
な人には必ず読んでほしい一冊です！ 

☆ 

645 

カ 

酪農かあさんが教える台所チーズ 

  スローライフミルク研究会/編 農山漁村文化協会      

 

 

おうちでチーズ作りに挑戦！ 
 料理をいつも作っている人でも、チーズを手作りしてい
る人はほとんどいないのではないでしょうか。この本によ
ると、実は簡単に作る方法があるというのです。「ノンホ
モ・パス乳」と呼ばれる牛乳さえ手に入れば、あとは簡単
にそろえられるキッチン用具と材料で作ることができま
す。ちょっと高い牛乳なのですが、チャレンジしてみませ
んか？ 牛乳やチーズについての詳しい話も載っているの
で、自由研究などにも使えそうですよ。 

☆ 

648 

ラ 

イスラム芸術の幾何学 天上の図形を描く 

ダウド・サットン 武井摩利/訳 創元社      

 

 

なんて美しい、幾何学の世界!! 
 偶像を描くことが禁じられているイスラムでは、装飾と
いえば幾何学模様とアラビア文字の飾り文字。イスラム建
築は美しいモザイク装飾が特徴です。その幾何学模様の描
き方は……最初に点一つ。それを中心に一つの円。その円
周上に中心をおいて同じ大きさの円をもう一つ、さらに一
つ……それらの線の交点を直線で結べば、ほら！ 星形な
どの様々なパターンが現れてきます。コンパスと定規とそ
して根性さえあれば、君にも描けます！ 

  

702 

サ 
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１３歳からのアート思考「自分だけの答え」

が見つかる  末永幸歩   ダイヤモンド社      

 

 

自分だけの問いと答えを見つけるには 
 学校の授業の中では、科学的・論理的に考える力を身に
付けることが求められるようになりました。一方で、社会
を変えていくためには、従来の発想にはないような自分だ
けの“問い”を見つけて、その“答え”を探る力も必要と
言われています。この本には現代美術の歴史をたどりなが
ら、自分だけの“問い”と“答え”を見つける思考法
（アート思考）について、どのように探っていくと良いの
か、わかりやすく丁寧に説明されています。 

  

704 

ス 

現代彫刻アンソロジー 

  芸術新聞社/監修 芸術新聞社      

 

 

これも彫刻？ 彫刻って実は楽しいかも。 
 彫刻は、あまりなじみがないかもしれません。絵画に比
べて、彫刻作品を分かりやすく見やすく、手ごろに紹介し
てくれる本も実はあまりありません。ですが、この本は、
かっこいい、美しい、楽しい、個性的な作品を色々紹介、
彫刻の楽しさを教えてくれます。ただ一つ残念なのは、本
では平面で様々な角度から楽しめないということ。もし、
この本で彫刻に興味を持ったなら、次は実際の作品を見に
美術展へ出かけてみましょう。 

  

712 

ゲ 

音楽家の食卓 

野田浩資    誠文堂新光社      

 

 

食卓から音楽家の生活を覗いてみよう！ 
 著者の野田さんは「ツム・アインホルン」というドイツ
料理店のオーナーシェフで、この本は十数年旅をして得た
力作である。そして店内に展示された本を読んで、さらに
読みたくなったと音楽科の先生から紹介された本である。
クラシックの名曲を生んだ音楽家は、日常や激動の歴史や
旅する中で、どんなものを食べていたのか。現地を訪ね、
資料を探し、厨房に立ってまとめた一冊である。足跡をた
どりながら、ゆかりのレシピも再現している。 

  

762 

ノ 
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ディズニー・コスチューム大全 

ジェフ・カーティ、ウォルト・ディズニー・アーカイブスのスタッフ 浅野美沙子/翻訳 うさぎ出版      

 

 

衣装には色々な工夫がされています。 
 ディズニー映画に登場するキャラクターの衣装を集めた
本です。おなじみのプリンセスのドレス、悪役や魔女の印
象的な服、王子様や海賊の格好いい服などたくさん載って
います。キャラクターの特徴や映画の世界観を表現するた
め、細部にまで様々な工夫がこらされています。映画では
なかなか見ることのできなかった細かいところまでじっく
り見て楽しめますよ。プリンセスのドレスなどは、本当に
うっとりしてしまいます。 

  

778 

デ 

バッティングピッチャー 背番号三桁のエー

スたち（集英社文庫） 澤宮優   集英社      

 

 

プロ野球界もう一人のエース 
 プロ野球界を支える多くのスタッフの中に、バッティン
グピッチャーと呼ばれる打撃練習専門の投手がいます。彼
らの多くは元プロ野球選手であり、過去に活躍した選手も
いますが、戦力外通告を受け第二の人生として打撃投手の
道を選んでいます。そんな打撃投手にスポットを当てたノ
ンフィクション。王・長嶋・落合・イチロー・松井……天
才バッターたちには専属の打撃投手がいたとか。スター選
手を支えた背番号三桁の彼らの素顔とは。 

  

783 

サ 

究極の文字を求めて 

松樟太郎   ミシマ社      

 

 

「文字を作る」謎の情熱の行方は!? 
 中学二年生の時、自分だけの文字を作りたいと考えたリ
アル中二病の著者は、今でもその時作った「自分文字」を
書けるそうです。しかし、文字への興味が高じていろんな
言語を学んだり、文字を求めて旅したり、世界中の色々な
文字を知った今なら、その「いいところ」を組み合わせ
て、究極の文字を作れるのではないか？ と考えた著者
が、世界の面白い文字を紹介してくれます。文字に貴賤な
し。究極の文字はどうなったのか？ 

  

801 

マ 
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わたしの外国語漂流記 未知なる言語と格闘した25

人の物語 阿部賢一ほか 河出書房新社/編 河出書房新社      

 

 

世界は「言葉」に満ちている！ 
 英語が小学校からの必修科目になった。外国語と言えば
まずは「英語」と思いがちな小中学生にぜひ読んでほし
い。ここには25人の様々な言語を学ぶ人たちの、誰とも違
う「外国語」との出会いがある。何のためにその言語を学
ぼうとしたのか、動機も違えば、学習法も違う。共通なの
は、学びたいという熱い思いで、言葉と格闘する姿かもし
れない。そして、言葉はその地で暮らす人々との出会いを
もたらし、その先の道を照らす。 

  

804 

ワ 

世界の「こんにちは」 

  東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所/監修 日経ナショナルジオグラフィック社      

 

 

世界中の人とあいさつしよう 
 みんなは元気にあいさつができますか？ 初めて会う人
にも、笑顔で「こんにちは」と言えれば、楽しい会話が始
まることでしょう。この本では、世界で使われている115
もの言語の「こんにちは」が、文字と一緒に紹介されてい
ます。おなじみの言語もあれば、見たこともない文字もあ
ります。その言語が使われている国も書かれているので、
それらの国を想像しながら読むと楽しいですよ。機会が
あったら、相手の言葉であいさつしてみよう。 

☆ 

809 

セ 

言の葉連想辞典 

  遊泳舎/編 あわい/絵 遊泳舎      

 

 

てのひらの中の豊かな時間・豊かな言葉 
 息を詰めて疾走するような目まぐるしい一日を過ごした
日の夜。やさしいイラストにひかれてページをめくると、
「夜」の項には「夜さり」「待宵」「灯ともし頃」。知っ
ている言葉も、知らない言葉も、深く豊かに優しく響きま
す。辞典として読むよりも、駆け巡ることに疲れてしまっ
たとき、焦ったり不安に押しつぶされそうになったとき、
立ち止まる方法を忘れてしまったときに。欲張らず、そっ
と1ページだけ開いてみてください。 

☆ 

814 

コ 
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答えより問いを探して（17歳の特別教室） 

高橋源一郎   講談社      

 

 

５と４分の３時間目の授業 
 2日間の特別授業が本になりました。1日目は「たぶん、
読んじゃいなよ！」、2日目は「なんとなく、書いちゃい
なよ！」。ソクラテスはなぜ自分では本を書かなかったの
か。それは自分で書いてしまったら、答えはわかったこと
になるから。「まだわかっていないということを示す意味
で、あえて自分では書かなかった」なんて、そこには「哲
学」の深い意味が隠されていたのですね。「自分で探さな
ければ、先生には出会えない」のです。 

☆ 

816 

タ 

児童文学の中の家 

深井せつ子   エクスナレッジ      

 

 

あの名作の家をたずねてみませんか？ 
 お話の中に出てくる家に行ってみたいとか住みたいと
か、そんな風に思ったことはありませんか？ この本に
は、児童文学の名作に登場する家や住まいの絵や間取り図
が、家具や小物と一緒に紹介されています。柔らかなタッ
チで描かれた作品世界は、まるでドールハウスのようで、
眺めるだけで心が和みます。読んだことのある作品はもち
ろんですが、まだ読んだことのない作品も不思議と読みた
くなる、そんな本です。 

☆ 

909 

フ 

平安男子の元気な！生活（岩波ジュニア新

書） 川村裕子   岩波書店      

 

 

平安貴族は優雅にまったり？ 
 平安貴族の優雅な日常。いえいえ平安男子の毎日は結構
ハードなんです。早朝に起床、朝ごはんは軽く済ませて
ばっちり正装したら、牛車で内裏にいざ出勤。職場ではし
きたりも厳しいし、気遣いや教養も無ければ出世できませ
ん。おまけにイベントはたくさんあって、踊りも出来な
きゃいけません。恋だって手紙をガンガン送らないと先に
はすすめないのです。平安男子の生活がすごく身近に。そ
して、そのがんばりに拍手！ 

  

910 

カ 
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えーえんとくちから（ちくま文庫） 

笹井宏之   筑摩書房      

 

 

 31文字の芸術 ～短歌～ 
 「えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を
下さい」「「はなびら」と点字をなぞる ああ、これは桜
の可能性が大きい」難病を患い26歳の若さでこの世を去っ
た歌人：笹井宏之。没後10年を機に短歌のほか未発表の俳
句や詩、エッセイを加えたベスト歌集が文庫化されまし
た。繊細なまなざしから生まれたやさしく、つよい言葉た
ち。 彼の作品を読むといつも透明な高い空がうかんでき
ます。 あなたはどんな景色がうかぶかな？ 

  

911 

サ 

犬がいた季節 

伊吹有喜   双葉社      

 

 

いつも、そばには犬がいた 
 桜の並木が美しい高校に迷い込んだ一匹の子犬。白いふ
わふわの毛をしたその犬は、美術部の仲間に引き取られ、
昭和の終わりからの１2年間、高校生たちと過ごすことに
なった。恋や友情、家族、進路と、高校生たちは様々に想
い悩みながら日々を過ごし、卒業し、新たな道へと進んで
行く。そんな彼らのそばにはいつも犬が寄り添っていた。
物語を読み終えたら、本のカバーを外してみてください。
思いがけない出合いに驚くことでしょう。 

  

913 

イ 

ラグリマが聞こえる ギターよひびけ、ヒロ

シマの空に ささぐちともこ くまおり純/絵 汐文社      

 

 

ギターの音は平和の調べ。 
 ミオンは広島に住む小学生。ある日ギターの曲が古い洋
館から聞こえてきました。それは亡くなったパパがよく弾
いていた「ラグリマ」という曲でした。どうして、この曲
が聞こえるの？ 気になったミオンは洋館を探ることにし
ます。そこには「怪人」が住んでいました。ミオンは、怪
人から、原爆のさなか1本のギターが焼け残ったことを聞
かされます。読み終えるとこの曲が聞きたくなるでしょ
う。ギターの音と平和の音は同じかも。 

☆ 

913 

サ 



 

21 

その扉をたたく音 

瀬尾まいこ   集英社      

 

 

「あと少し、もう少し」の渡部くん再び 
 ミュージシャンになる夢を捨てきれずに親のすねをか
じって生きる29歳、主人公の宮路。老人ホームのボラン
ティアのギター演奏から、サックス奏者の介護士として働
く渡部君と宮路を「ぼんくら」と呼ぶホーム入居者の水木
のばあさんたちとの交流が始まる。そして宮路の生き方に
少しづつ変化が……。登場人物たちが皆、いろいろな問題
を抱えながらも思いやりにあふれ、前に進んでいく心温ま
る物語。ガンバレー、応援していますよ。 

☆ 

913 

セ 

水を縫う 

寺地はるな   集英社      

 

 

人と違うことが、こわいあなたに 
 高校生・清澄の家族は、いわゆる「普通」から外れてい
ます。彼は刺繍好き、姉の水青(みお)は可愛いものが苦
手。「母らしさ」に自信がない母に、離婚して友人の世話
になっている父。その一方で、祖母は息苦しさを感じなが
ら「いい嫁」として生きてきました。そんな家族が、水青
の結婚を機に、それぞれ自分と向き合うことになります。
思い込みの枠から踏み出せば、世界は広がる。そんな希望
と、人を思う温かさに包まれる物語です。 

  

913 

テ 

旅する練習 

乗代雄介   講談社      

 

 

叔父と姪のナナメの関係がイイ！ 
 2020年2月、「私」は中学受験が終わった姪の亜美か
ら、無断持ち出しの本を返しに一緒に鹿島の合宿所に行っ
てほしいと頼まれる。コロナ禍で学校は休校、そこで亜美
は宿題の日記とサッカーの練習、作家である「私」は風景
描写の練習をしながら利根川沿いを徒歩で鹿島をめざすこ
とにした。偶然、就職が決まったみどりさんも加わり、亜
美にとっては濃密な6日間が「私」によって綴られる。そ
の眩しいばかりの成長！ それなのに……。 

  

913 

ノ 
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ｗｉｔｈ ｙｏｕ（くもんの児童文学）  

濱野京子  中田いくみ/画  くもん出版      

 

 

助けを求めていいんだよ 
 中学３年の悠人は、優秀な兄と比較され続けてきたこと
もあり、自分の存在意義を見つけられずに、勉強から逃げ
て毎晩近所を走ることで、日々をやり過ごしています。そ
んなある晩、公園で一人、無気力な様子でブランコに座る
少女を見つけ気になります。彼女は公園近くの高級マン
ションに住む一つ年下の朱音でした。話を聞くうちに、朱
音がヤングケアラーだと知った悠人が起こした行動とは？ 

☆ 

913 

ハ 

あしたのことば 

森絵都   阿部海太/装画 小峰書店      

 

 

言葉をめぐる宝石のようなお話 
 友だちが軽くはなったひとことが、するどい矢のように
ささってぬけなくなったことはありませんか。時に言葉は
おそろしい武器になります。かけてもらった言葉が前に進
む勇気をくれることもあります。この本には言葉をめぐる
8つのお話が入っていて、どれも心のメモに書きとめてお
きたくなるような素敵な物語ばかりです。お話の世界をさ
らにふくらませてくれるのが9組の画家による表紙や扉絵
たちで、まるで宝石箱のような一冊です。 

☆ 

913 

モ 

一生忘れない怖い話の語り方  すぐ話せる

｢実話怪談｣入門 吉田悠軌   KADOKAWA      

 

 

自分のイメージを人に伝えるということ 
 自分の飼っている猫について誰かに話をするとき、聞い
ている相手が同じ猫を想像しているとは限りません。つま
り、日常において、相手が想像しやすいように何かを伝え
る技術や工夫が必要になるわけです。この本では、ある人
の体験を体験していない人が、さらに別の人へ伝える技術
を怪談話に限定して解説しています。怪談ほど、この技術
が高度であることは言うまでもありません。日常のコミュ
ニケーションにも活用出来る一冊です。 

  

913 

ヨ 
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チェリーシュリンプ わたしは、わたし 

ファン・ヨンミ 吉原育子/訳 げみ/装画 金の星社      

 

 

自分らしくいる勇気を持てる 
 仲間外れになったら？ 友達、受験や家族、おしゃれや
気になる男の子……色々気になる中学生の女の子が主人
公。自分のありのままを出せるのは、非公開のブログの中
だけ。ある日、学校の課題で、仲良くない子と同じグルー
プになって落ち込む主人公。でも、その出会いから色々変
わっていきます。舞台は韓国。色々なことで悩むのはきっ
とどこの国でも一緒だなと思うはず。受験や街の様子、食
べ物など、韓国らしい光景も味わえます。 

☆ 

929 

フ 

キャラメル色のわたし 

シャロン・Ｍ・ドレイパー 横山和江/訳 鈴木出版      

 

 

私は何者？ 私の気持ちはどこに？ 
 イザベラの白人のママと黒人のパパは離婚してしまう。
今は「共同親権」のおかげで1週間ごとにママの家とパパ
の家で暮らさなきゃいけない。ある日、親友のロッカーに
黒人を迫害してきた象徴である首つり縄が置かれて、学校
中が大きなショックにつつまれる。コマドリのようにあっ
ちとこっちの家を行き来する生活。肌の色で差別されてき
た歴史と現実。悩むイザベラに、ある日、とんでもない事
件が起こってしまう。 

☆ 

933 

ド 

兄の名は、ジェシカ 

ジョン・ボイン 原田勝/訳 あすなろ書房      

 

 

お前の兄さんじゃない、姉さんなんだ。 
 物語の舞台はイギリス。主人公の4歳上の兄が、自分の
ジェンダーに悩み、本当の自分について両親に告白すると
ころから物語は始まります。大好きな兄が姉なんだと認め
ることができない主人公や両親。学校中で様々ないじめや
からかいの対象となってしまう兄弟。サッカーが得意で、
学校中の人気者だった兄が変化していく様子を受け入れら
れない弟。そこに、思いもかけない支援者が現れます。疎
遠だった変わり者の叔母が登場したのです。 

☆ 

933 

ボ 
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神さまの貨物 

ジャン=クロード・グランベール 河野万里子/訳 ポプラ社      

 

 

愛にあふれた物語 
 舞台は第二次世界大戦中のフランス。ある日、木こりの
おかみさんは、列車から投げ捨てられたユダヤ人の赤ちゃ
んを拾いました。子どもが欲しかったおかみさんは喜び、
夫婦で赤ちゃんを大切に育てますが、ユダヤ人迫害の手は
夫婦の元にもやってきました。赤ちゃんを列車から投げ捨
ててまで娘に生きてほしいと願う父親の愛、拾った赤ちゃ
んに自分たちの身の危険を冒してまでも愛情を注ぎ育てた
木こりの夫婦の愛に心を打たれます。 

☆ 

953 

グ 

コロナの時代の僕ら 

パオロ・ジョルダーノ 飯田亮介/訳 早川書房      

 

 

今だからこそ、読んでおきたい一冊 
 イタリアの小説家が書いたエッセイです。素粒子物理学
を専攻していたこともあって、新型コロナウイルス感染症
が流行している状況を、数学的・科学的に理解するとどう
なるのかということについても記されています。ウイルス
は進化とともに発生し、そのほとんどはヒトにとって無害
であり、さらにはヒトゲノムにはウイルス由来のDNA配列
があるとの研究結果もあります。現状から学ぶべきものは
何か、今こそ読んでおきたい一冊です。 

  

974 

ジ 

の 

junaida   福音館書店      

 

 

「の」がつむぎだすふしぎなせかい 
 表紙は赤いコートにステキな飾りのついた帽子をかぶっ
た女の子。開いた口のところに小さな文字があります。
の。ポツンとある字が、この絵本の主役です。「わたし
の」、「お気に入りのコートの」「ポケットの中のお城
の」……「の」がつむぐ物語は、ページを開くたびに思い
もよらない場所へ連れて行ってくれます。ドキドキの大冒
険が終わったら、今度は、ゆっくり旅をしてみましょう。
最初は気づかなかったものが見えてきますよ。 

☆ 

E 

シ 
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本といっしょに、ステイホーム。 
 学校司書が選んだ小中高生におすすめの本 
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