
 

堺市立図書館 
平成 22(2010)年 10月 30日 「子どもの本」をさがす 

 

おすすめの本は・・・  子どもたちに本を手渡すために役にたつガイドブック  
子どもたちと子どもの本への熱い思いを持って編集されたガイドブックをご紹介します。 

 

〔子どもの本全般〕 

『子どもの本ハンドブック』  野上暁 ひこ・田中／編  三省堂   2009 
 今を生きる子どもたちには今の作品を手渡したい！という思いから、できるだけ新しい本の

中から５００冊を選んでいる。絵本、読み物から詩の本、図鑑まで多様な本を紹介。 

 

『絵本・子どもの本総解説』  赤木かん子／著  自由国民社  2009 
 「本も時代とともに変わる」という考えから、１９９５年に出版されて以降、何度も改訂を重

ねている。「子どもに本を薦めたいがどの本を？」と悩むすべての人たちのために書かれた本。 

 

『金原瑞人<監修>による１２歳からの読書案内』  金原瑞人／監修 すばる舎  2005 
本を紹介しているのは監修者他、学生、作家、編集者、司書など様々な人たち。ジャンルは

青春小説、現代詩、短歌、絵本、ノンフィクションと幅広い。続編、海外作品編もあり。 

 

〔絵本〕 

『赤ちゃんに贈る絵本ガイドブック』  田中裕子／著  グランまま社  2005 
赤ちゃんとの接し方、初めて絵本を選ぶ時に心がけたいことなども、ていねいに述べられて

いる。巻末に「読んであげたい絵本」リストあり。 

 

『幸せの絵本』  金柿秀幸／編  ソフトバンクパブリッシング  2004 
コンセプトは「読むと幸せな気持ちになれる」絵本ガイドブック。編者は現役パパ３人で 

「パパ’ｓ絵本プロジェクト」を結成し、絵本おはなし会の活動をしている。続巻もあり。 

 

『えほん 子どものための３００冊』 日本子どもの本研究会絵本研究部／編 一声社2004   
  １９８９年～２００２年に出版された絵本の中から、さまざまな立場で子どもに読み聞かせ

をしてきた人たちが、子どもの反応を第一に考え討議を重ねて選びぬいたリスト。 

 

『心をつなぐ読みきかせ絵本１００』 （別冊太陽）  平凡社  2004 
読みきかせの達人たちが「ほんわかほかほか」「じんわりしみじみ」など様々な視点から 

絵本を紹介。絵本の中のページがカラーで大きく紹介され、その本の魅力が伝わってくる。 

 

〔よみもの〕 

『キラキラ読書クラブ』  キラキラ読書クラブ／編  日本図書センター  2006 
  小学生以上の子どものためのおすすめ本を紹介。子ども自身がこれを使って本を探すことを

想定したつくりで、本の紹介文にふりがながある。対象年齢の目安、巻末に５種類の索引あり。 

 

『ほんとうに読みたい本が見つかった！』  上原里佳／他著  原書房  2009 
  小学校低学年から中学生以上までの幅広い対象に向けて、読み応えのある児童文学を紹介し

ている。児童文学の[現在]セレクトシリーズ全４巻の中の最新刊。 

 

〔かがくの本〕 

『自然とかがくの絵本総解説』  赤木かん子／編著  自由国民社  2008 
上記の『絵本・子どもの本総解説』の別冊にあたる。データが新しく見て美しく、楽しい！と

いう魅力的な科学の本を紹介。 
 

『科学の本っておもしろい 2003－2009』  科学読物研究会／編  連合出版 2010 
  科学読物の面白さを伝える実践報告と、本の紹介の二つの章からなる。ややもすれば敬遠さ

れがちな科学の本の楽しさを伝えたい！という思いが伝わってくる本。  裏もご覧ください 
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みなさまへ 

「子どもに、良い本を薦めた

い。でも、本がたくさんありす

ぎて、どれを選べばいいかわ

からなくて困った！」または

「子どもの頃に読んだ本をぜ

ひまた読みたいけど、タイトル

を忘れてしまって・・」というよ

うなご経験はありませか？ 

 

何十年にもわたってずっと読

み継がれているロングセラー

がある一方、毎年 5000点近

くもの子ども向けの本が新た

に出版されています。（『出版

年鑑』より） たくさんの本の中

から、目当ての本をさがすの

は と て も た いへんです 。 

 

ここでご紹介する本や情報を

使って、子どもたちにすすめ

たい本、新しく出版された本、

懐かしい本などにたくさん出

会っていただくことができれば

幸いです。 

 

図書館で発行している「ほら、

この本おもしろかったよ」等、

各種リストもご利用下さい。図

書館内で配布している他、堺

市立図書館の HP でもご覧い

ただけます。 

http://www.lib-sakai.jp/

kodomodokusyo/osusum

elist.htm 

 

また、ご希望があれば、図書

館職員が出向いて、本の紹介

や選び方についてお話をする

「どこでもセミナー」も実施して

います。どうぞ、お気軽にお問

い合わせください。 
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雑誌を使って新しい本を探す 

 新刊書を探すには、速報性のある新聞・雑誌の新刊紹介欄、出版社・児童書専門店の

ＨＰなどが役立ちます。ここでは、この中から、子どもの本に関する雑誌をご紹介します。 

 
『子どもの本棚』  日本子どもの本研究会  月刊 

子どもの本の月刊書評誌。毎年５月号は前年の出版界の動向、出版傾向、出版された本の紹介

の特集が組まれている。やや専門的だが、選定された新刊を広く知ることができる。 

 

『子どもと読書』  親子読書地域文庫全国連絡会  年６回刊 
子どもの読書にまつわる特集の他、毎号、絵本・読み物（対象年齢別）・ノンフィクション・

マンガの新刊を各３冊ずつ紹介している。毎年３・４月号は、前年に出版された本を振り返る。 

 

『この本読んで！』  出版文化産業振興財団  季刊 
絵本が好きな人、読みきかせの活動をしている人たちに向けた雑誌。ネットワークづくり・交

流を図ることもめざしている。手にとりやすく、盛りだくさんの内容で楽しく読める。 

 

『MOE』  白泉社  月刊 
 絵本や絵本グッズ、絵本美術館など、絵本にまつわる楽しい情報が満載の雑誌。 

 

子どもの頃に読んだ本をもう一度読むために・・・ 
幼い頃に楽しんだ、懐かしい本に出会うために役に立つ本やサイトなどをご紹介します。 

 

◎話のタイトルは覚えているが、そのタイトルで本を探しても見つからない時 

⇒短編として別のタイトルの本に収録されていたり、全集に載っていることがあります。 

『アンソロジー内容総覧 児童文学』  日外アソシエーツ  2001 

『児童文学個人全集・作品名綜覧』 １・２  日外アソシエーツ  1995 

 
◎タイトルは忘れたが、登場人物の名前を覚えている時 

『日本の児童文学登場人物索引』 単行本篇・アンソロジー篇  ＤＢジャパン2004 

             ＊『世界の～』 もあります。 

 

◎テーマやキーワードから探したい時 

国立国会図書館 国際子ども図書館ＨＰ  http://www.kodomo.go.jp/index.jsp   

  「児童書総合目録」の検索項目に「あらすじ」があり、キーワードを入力できる。 

日本児童図書出版協会ＨＰ 「こどもの本 on the web」 
http://www.kodomo.gr.jp/   

フリーワードで検索が可能。「さがしています、こんな本」も役にたつ。 

 

◎人にたずねる 

児童文学評論家 赤木かん子オフィシャルウェブサイト 
http://www.akagikanko.jp/ 

投稿された本の質問をみんなで解決する「本の探偵コーナー」があります。 

      

◎図書館を利用する 

   遠慮なく、図書館カウンターでご相談ください。上記の資料やその他たくさんの蔵 

書、 図書館職員の知識・経験を駆使し、お求めの本を探します。また、下記の図書館

では、児童書をたくさん所蔵しています。貴重な本も多数あり、児童書の宝庫と言える

でしょう。（但し、貸出はできません。） 

 

「大阪府立中央図書館 国際児童文学館」   http://www.iiclo.or.jp/ 
  「大阪府立国際児童文学館」の資料を引き継ぎ、２０１０年５月に大阪府立中央図書館内に

移転し開館。約７０万点の資料を所蔵。児童文学関連資料・参考図書、一年間に出版された本

を展示している。毎月発行のメールマガジンでは、児童文学に関する新鮮な情報が得られる。 

 

「国立国会図書館 国際子ども図書館」    http://www.kodomo.go.jp/index.jsp 
２０００年に児童書専門の国立図書館として設立された。国内外の図書館と連携・協力を 

はかり、かつその活動を支援すること等を役割とする。約３０万冊の図書の他、逐次刊行物、

音楽・映像・電子資料等も所蔵している。ＨＰから、子どもの本に関する国内外の情報、国内

の研修・講座についてなど、多彩な情報を得ることができる。 
         （今回掲載しているのは、すべて平成 22年 10月 30日現在の所蔵状況です。）  

堺市立図書館一覧 

編集・発行： 

平成 22年 10月 30日 

堺市立中央図書館 

〒590-0801 

堺市堺区大仙中町 18-1 

Tel：072-244-3811 

Fax：072-244-3321 

中央図書館 
〒590-0801 堺区大仙中町 18-１ 

TEL244-3811 

堺市駅前分館 
〒590-0014 堺区田出井町 1-1-300 

TEL222-0140 

中図書館 
〒599-8273 中区深井清水町 1426 

TEL270-8140 

東百舌鳥分館 
〒599-8234 中区土塔町 2363-23 

TEL234-9600 

東図書館 
〒599-8123 東区北野田 1077 

TEL235-1345 

初芝分館 
〒599-8116 東区野尻町 221-4 

TEL286-0071 

西図書館 
〒593-8325 西区鳳南町 4 丁 444-1 

TEL271-2032  

南図書館 
〒590-0115 南区茶山台 1 丁 7-1 

TEL294-0123 

栂分館 
〒590-0141 南区桃山台 2 丁 1-2 

TEL296-0025 

美木多分館 
〒590-0138 南区鴨谷台 2 丁 4-1 

TEL296-2111 

北図書館 
〒591-8021 北区新金岡町 5 丁 1-4 

TEL258-6850 

美原図書館 
〒587-0002 美原区黒山 167-14 

TEL369-1166 

人権ふれあいセンター 

図書ホール 
〒590-0822 堺区協和町 2 丁 61 

TEL245-2534 

青少年センター図書室 
〒590-0930 堺区柳之町西 1 丁 

3-19 

TEL228-6331 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8

