福 井 県 優 良 図 書
○あいつとぼく
辻村ノリアキ／作
羽尻利門／絵
【幼児～小学生（低学年）／親

向け】

ひるやすみ。あいつ
は、グラウンドでヒロキ
たちとドッジボールを
する。ぼくは、教室でタ
カシくんやショウちゃ
んとけしピンだ。
タイプのちがうふた
りの少年。その心のふれ
あいをえがいた、さわや
かな絵本です。

ＰＨＰ研究所 \1,300（税別）
ISBN 978-4-569-78470-0
32P

20 ㎝

NDC 913

○くつやのドラテフカ ポーランドの昔話
ヤニーナ・ポラジンスカ／文
足達和子／訳
ワンダ・オルリンスカ／絵
【幼児～小学生（低学年）／一般・親 向け】
昔、若い靴屋のドラテ
フカがいました。村から
村へ旅している間に、ド
ラテフカは、アリやハ
チ、カモのことを助けて
あげました。
ある日、ドラテフカ
は、お姫さまの魔法を解
くために、ふたつの仕事
と謎解きをすることに
なり…。
ポーランドの子ども
たちが大好きな昔話で
す。
福音館書店 \1,500（税別）
ISBN 978-4-8340-8178-7
36P

28×23cm

NDC 993

○スワン アンナ・パブロワのゆめ
ローレル・スナイダー／文
ジュリー・モースタッド／絵
石津ちひろ／訳
【幼児～小学生（高学年）／一般・親 向け】
ロシアの貧しい家に
生まれたアンナは、９歳
のときに初めてバレエ
の舞台を見て以来、すっ
かりとりこになります。
夢に向かって努力を
続け、世界中にバレエを
広めたアンナ・パブロワ
の人生を、代表作「ひん
死の白鳥」になぞらえ、
美しく繊細に描く伝記
絵本です。
ＢＬ出版 \1,600（税別）
ISBN 978-4-7764-0711-9

43P

31×24cm

NDC 933

平成２８年２月分

○オオサンショウウオみつけたよ
にしかわかんと／ぶん
あおきあさみ／え
【幼児～小学生（低学年）／一般・親 向け】
オオサンショウウオ
は、秋に巣穴で産卵、ふ
化し、そのまま寒い冬の
間はオスに守られて育
ち、春に川に出てきま
す。
赤ちゃんの最初の一
年間の成長と、数年後の
変態、さらに数年経って
の成熟、繁殖の様子を、
背景となる季節を感じ
させる文と絵で、丁寧に
伝えます。
福音館書店 \1,400（税別）
ISBN 978-4-8340-8202-9
40P

31×22 ㎝

○どうぶつえんはおおさわぎ
二宮由紀子／文
あべ弘士／絵
【幼児～小学生（低学年）／一般・親

NDC 481

向け】

動物園からテンテン
がなくなり、「ゾウ」が
「ソウ」に、「ゴリラ」
が「コリラ」になってし
まう。「トラ」や「ライ
オン」はそのまま。
「どうぶつえん」は
「とうふつえん」になっ
て、おおさわぎ。
動物園が舞台のナン
センス絵本です。

文研出版 \1,300（税別）
ISBN 978-4-580-82273-3

32P

26.4×21.4 ㎝

NDC 913

○ちゃいろいつつみ紙のはなし
アリソン・アトリー／作
松野正子／訳
殿内真帆／絵
【幼児～小学生（高学年）／一般・親 向け】
何のへんてつもない、
ちゃいろい紙が、クリス
マス・プレゼントを包ん
だ小包となり、旅をする
…。
幼年文学の名手アリ
ソン・アトリーが紡い
だ、身近なものへの慈し
みあふれる物語は、役割
を果たす喜びや誇り、大
切にされることの幸福
感に満ちています。
福音館書店 \1,100（税別）
ISBN 978-4-8340-8195-4
40P

21×15 ㎝ NDC 933

○岸辺のヤ～ビ
梨木香歩／著
小沢さかえ／画
【小学生（高学年）～中学生

○グッドジョブガールズ
草野たき／著
【小学生（高学年）～高校生・勤労青年

向け】

あかりには、由香と桃
子というふたりの「悪
友」がいる。お互いに干
渉しない、ドライで気軽
な関係。
だが、それは、小学校
生活最後の思い出づく
りでチアダンスをする
と決めた時から、少しず
つ摩擦を起こし…。
過剰で繊細な女の子
のリアルが描かれてい
ます。

ある晴れた夏の日、わ
たしが岸辺で出会った
のは、ふわふわの毛につ
つまれた、二本足で歩く
ハリネズミのようなふ
しぎな生きものでした
…。
物語を愛するすべて
のひとに贈る、驚きと喜
びに満ちたファンタジ
ーです。

福音館書店 \1,600（税別）
ISBN 978-4-8340-8197-8
232P 22×16 ㎝

NDC 913

○カナダの森のキツネ物語 レッド・フォックス
チャールズ・Ｇ・Ｄ・ロバーツ／作
チャールズ・リビングストン・ブル／画
桂宥子／訳
【小学生（高学年）～高校生・勤労青年／一般 向け】

ポプラ社 \1,400（税別）
ISBN 978-4-591-14620-0

20×14cm

NDC 933

299P 20cm NDC 913

○ナイアガラの女王
Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／絵と文
江國香織／訳
【中学生～高校生・勤労青年／一般 向け】

身動きのできなくな
ったキツネは、その瞬間
執念深く獰猛なうなり
声をあげて、はげしく身
をふるわせた…。
カナダ東部の未開の
荒野を舞台に、特別に優
れた知力と体力を併せ
持つ雄の赤キツネ“レッ
ド・フォックス”が、さ
まざまな危機を乗り越
えたくましく生きる姿
を描きます。
福音館書店 \1,400（税別）
ISBN 978-4-8340-8205-0
312P

向け】

６２歳でナイアガラ
の滝下りという大冒険
をしでかした、勇敢でお
茶目な女性、アニー。彼
女のいっぷう変わった
生涯を、絵本の魔術師が
描いた傑作絵本。
自分には、これだけの
勇気があるだろうか。
ちょっぴりせつなく
てうんと元気が出る、本
当にあったお話です。

河出書房新社 \1,800（税別）
ISBN 978-4-309-27643-4
1冊

30cm

NDC 726.6
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