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ロングセラーから話題作・新作まで
この10年の近刊書 計8,800冊を収録
●現在読まれている児童文学書を作家ごとに紹介する
最新ブックガイドです。『子どもの本 日本の名作童
話6000』
（2005.2刊）
『
、子どもの本 現代日本の創作5000』
『子どもの本 世界の児童文学7000』
（ 2005.8刊）の継
続版。
●『坊っちゃん』
『銀河鉄道の夜』
『赤毛のアン』
『たのしい
ムーミン一家』など古典的名作から『獣の奏者』
『レッ
ドデータガール』
『バーティミアス』
『王国の鍵』など現
役作家の話題作・新作まで、最近10年間に刊行され
た作品を収録しています。
●作家ごとに、本のタイトル、出版社、挿絵画家など
基本的な書誌事項を記載。また、選書の目安となる
ように、簡単な内容紹介も付けました。
●「書名索引」付き。

2014年12月刊行

【収録作家例】
『子どもの本

日本の名作童話 最新2000』

芥川龍之介／安房直子／江戸川乱歩／小川未明／角野栄子／
阪田寛夫／佐藤さとる／坪田譲治／寺村輝夫／那須正幹／夏
目漱石／新美南吉／浜田広介／星新一／松谷みよ子／まど・
みちお／宮沢賢治／村岡花子／やなせたかし／山中恒
…

『子どもの本

現代日本の創作 最新3000』

あさのあつこ／石崎洋司／上橋菜穂子／荻原規子／風野潮／
片川優子／朽木祥／越水利江子／斉藤洋／佐藤多佳子／高山
栄子／富安陽子／梨屋アリエ／はやみねかおる／原ゆたか／
松原秀行／村山早紀／森絵都／山口理／令丈ヒロ子
…

『子どもの本

世界の児童文学 最新3000』

ハンス・クリスチャン・アンデルセン／イ・ヨンド／ジュール・ヴェ
ルヌ／メグ・キャボット／呉承恩／アントワーヌ・ド・サン＝テ
グジュペリ／ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／ジョナサン・スト
ラウド／ロアルド・ダール／アーサー・コナン・ドイル／ガース・
ニクス／クリストファー・パオリーニ／コルネーリア・フンケ
／ルーシー・モード・モンゴメリ／トーベ・ヤンソン／リック・
リオーダン／アストリッド・リンドグレーン／Ｃ・Ｓ・ルイス／
ジョーン・Ｇ・ロビンソン／Ｊ・Ｋ・ローリング
……etc.
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内容見本

『子どもの本

世界の児童文学 最新3000』

プロイスラー, オトフリート

『わたしの山の精霊（リューベツァール） ものがた
り―山の神さまにまつわる24と3つのお話』 オ
《ドイツ 1923〜2013》
トフリート・プロイスラー作，ヘルベルト・ホ
ルツィング絵，吉田孝夫訳さ・え・ら書房
『大力のワーニャ』 オトフリート・プロイスラー作，
2011.12 317p 20cm 1700円 I 978-4-378選書に役立つ
大塚勇三訳 岩波書店 2014.6 293p 18cm
01494-4 〈原書名：Mein Rübezahlbuch〉
内容紹介付き
（岩波少年文庫223） 720円 I 978-4-00内容 舞台は中央ヨーロッパの大山脈リーゼンゲ
114223-5 〈原書名：DIE ABENTEUER DES
ビルゲ。深い森に、山の頂に、はたまたふも
STARKEN WANJA 学研1973年刊の改訂〉
との村に、七変化のリューベツァールが現わ
内容 かまどの上で7年間も寝てくらし、たいへ
れます。精霊がくりだす魔法のいたずらに、
んな怪力を身につけた、なまけもののワーニャ。
村びとや山の旅びとたちは泣いたり笑ったり―。
人々を苦しめる怪物や魔女とたたかいながら、
戦争によって生まれ故郷を追われたプロイスラー
ワーニャは、白い山々のかなたの国にある皇
が、山の精霊と遠いふるさとを思いつつ書き
帝の冠をめざして旅をします。痛快な冒険物語。
あげた、リーゼンゲビルゲの山国への愉しく
小学3・4年以上。
『子どもの本
も切ない民話の旅。
『かかしのトーマス』 オトフリート・プロイスラー
現代日本創作 最新3000』
『大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる』
作，ヘルベルト・ホルツィング絵，吉田孝夫訳さ・
オトフリート・プロイスラー作，フランツ・ヨー
え・ら書房2012.9 102p
22cm 1200円 I
ゼフ・トリップ 絵，中村浩三訳改訂2版偕成社
978-4-378-01496-8〈原書名：Thomas Vogelschreck〉
2010.10 192p 22cm （ドイツのゆかいな
上橋 菜穂子
『流れ行く者―守り人短編集』
上橋菜穂子作，二木真
内容 ドイツのとある村。キャベツ畑に立てられた、
I 978-4-03-608260-5 〈原書
童話） 900円
うえはし・なほこ
希子絵 Hotzenplotz〉
偕成社 2011.6 287p 19cm （軽装版
かかしのトーマスは、人や動物のことばがわ
名：Neues vom Rauber
《1962〜》
偕成社ポッシュ）
900円 I 978-4-03-750130-3
かり、たくさんのことを体験します。まわり
『大どろぼうホッツェンプロッツ』
オトフリート・
内容 父を王に殺された少女バルサ。
親友の娘バル
の世界を見つめ、お月さまと語り合うなかで、
プロイスラー作，フランツ・ヨーゼフ・トリッ
『炎路を行く者―守り人作品集』 上橋菜穂子作，
佐竹
サを助けるために職も名誉も捨てた男ジグロ。
用
やがてトーマスは、ひとつの大きな願いをい
プ絵，中村浩三訳改 訂2版 偕成社 2010.9
美保, 二木真希子絵 偕成社 2012.2 184p
285p 22cm （ドイツのゆかいな童話）
心棒稼業に身をやつし、ジグロはバルサを連れ、
だくのでした。ドイツのかかし、トーマスの夢。
900
22cm （偕成社ワンダーランド38） 1500円
追手をかわし、流れあるく。―『精霊の守り人』で
こころを持ったかかしとキャベツ畑の世界。
円 I I 978-4-03-608250-6〈原書名：DerRauber
978-4-03-540380-7
女用心棒バルサが登場して以来、
『 天と地の守り
内容 『蒼路の旅人』
でチャグムをさらったタルシュ
人』まで「守り人シリーズ」は全10巻の壮大なファ
の鷹アラユタン・ヒュウゴ。ヒュウゴはなぜ、自分
ンタジーシリーズとなった。
『流れ行く者』はその
の祖国を滅ぼした男に仕えることになったのか。
番外編といえる連作短編集。
そして、バルサは、過酷な日々の中で、思春期をど
『天と地の守り人第3部』 上橋菜穂子作，二木真希子
う乗りこえていったのか。題名のみ知られていた
絵 偕成社 2009.2 391p 19cm （偕成社ポッ
幻の作品「炎路の旅人」と、バルサの少女時代の断
シュ軽装版）900円 I 978-4-03-750110-5
片「十五の我には」が収められた、
「守り人」読者待
内容 戦乱と、
異界ナユグの変化にさらされる新ヨ
望の作品集。
ゴ皇国。帰還したバルサ、そしてチャグムを待っ
『獣の奏者（そうじゃ） 8』 上橋菜穂子作，武本糸会絵
ていたものとは…。壮大な物語の最終章『天と地
講談社 2011.10 279p 18cm （講談社青い鳥
の守り人』三部作、ここに完結。
文庫 273-8） 670円 I 978-4-06-285249-4〈
『蒼路の旅人』上橋菜穂子作，佐竹美保絵 偕成社
宮沢 賢治
『雪わたり』
小林敏也画 好学社
タイトル：獣の奏者〉
2008.7 389p
19cm（偕成社宮沢賢治作,
ポッシュ軽装版）
みやざわ・けんじ
2013.10
41p
31cm
（画本宮沢賢治）
1700円
内容 はるか東方の隊商都市群の領有権をめぐって、
900円 I 978-4-03-750080-1
《1896〜1933》
Ｉ 978-4-7690-2307-4 パロル舎 1989年刊の再刊〉
騎馬の民ラーザとの戦いは激しさを増していく。
内容 タルシュ帝国がせまり、
不安がたかまる新ヨ
『風の又三郎―文字の絵本』 吉田佳広デザイン,
宮
エリンは、息子ジェシと過ごす時間を大切に思い
ゴ皇国。皇太子チャグムは罠と知りながら、
隣国
『
《絵本》
銀河鉄道の夜』
宮沢賢治作,
司修絵
偕成
沢賢治原作
偕成社
2013.9
〔48p〕
21×
ながらも、王獣たちの訓練を続けるのだった。王
の救援にむかう。海を越え、チャグムのはるかな
社
2014.3 178p 22cm
1400円 Ｉ 978-4-0321cm 1700円 Ｉ 978-4-03-965110-5
獣が天に舞い、
闘蛇が地をおおい、
災い がつい
旅がはじまる。
016650-9 物語はおおいなる結末を
〈底本：新校本宮沢賢治全集
第11巻
『ふたごの星』 上橋菜穂子作，
宮沢賢治文, 松永禎郎絵
新日本出版
にその正体を現すとき、
『流れ行く者―守り人短編集』
二木真
（筑摩書房 1996年刊）
〉
2013.6 275p
28p 22cm
29cm （偕成社
1500円 Ｉ 978-4-406むかえる。大長編ファンタジーシリーズ堂々の完
希子絵 偕成社社 2008.4
内容 新風を巻きおこした実業之日本社版
『宮沢賢治
05693-9 1500円
〈「双子の星
2」
（ TBSブリタニカ
結巻。小学上級から。
ワンダーランド36）
I 978-4-03童話集』の挿画から45年。あらたに生まれた、
1993年刊）
の改題〉
司修による『絵本 銀河鉄道の夜』
。中学生から。
内容 二人はほうき星のしっぽにしっかりつかまり
『オッベルと象』 宮沢賢治作, 小林敏也画 好学社
ました。ほうき星は青白い光を一つフウとはい
2014.2 45p 31cm (画本宮沢賢治) 1800円
ていいました。「さあ、発つぞ。ギイギイギイ
Ｉ 978-4-7690-2309-8 パロル舎 1987年刊の再刊〉
フウ。ギイギイフウ。」実にほうき星は空のく
『セロ弾きのゴーシュ』 宮沢賢治作, 小林敏也画
じらです。弱い星はあちこち逃げまわりました。
好学社 2014.2 44p 31cm （画本宮沢賢治）
二つの青い星がかなでるきよらかな銀笛の音色。
1800円 Ｉ 978-4-7690-2308-1 〈パロル舎
『雨ニモマケズ』 宮沢賢治作, 小林敏也画 好学社
1986年刊の再刊〉
2013.5 40p 31cm （画本宮沢賢治） 1700円 Ｉ
『黄いろのトマト』 宮沢賢治作, 降矢なな絵 三起
978-4-7690-2304-3 〈パロル舎 1991年刊の再
商行 2013.10 〔40p〕 26cm （ミキハウスの
刊〉
絵本） 1500円 Ｉ 978-4-89588-130-2
『注文の多い料理店』 宮沢賢治作, 小林敏也画 好
内容 「にいさま、あのトマトどうしてあんなに光
学社 2013.5 46p 31cm （画本宮沢賢治）
るんでしょうね。」「黄金だよ。黄金だからあ
1700円 Ｉ 978-4-7690-2305-0 〈パロル舎
んなに光るんだ。」―ふたりだけで、まるでお
1989年刊の再刊〉
とぎ話のように愉快に暮らす、幼い兄と妹。と
『おじゃる丸銀河がマロを呼んでいる―ふたりのねが
ころがある日、彼らの無垢な心は、思いもかけ
い星 : ほか「おじゃ休さん」〈全2話〉』 犬丸り
ないかたちで傷つけられた…。「かあいそうだよ。
ん,宮沢賢治原案, 今井雅子,横谷昌宏脚本 学研教
ロングセラー作品の
ほんとうにかあいそうだ…。」蜂雀の声が波の
育出版 2012.10 96p 22cm （おじゃる丸★名
最近の出版状況もわかる
ように聞こえてくる。いつまでも、いつまでも…。
作お話シリーズ） 800円 Ｉ 978-4-05-203639-2
Preussler, Otfried
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