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○解説およびリストに掲載されている資料についてまとめるにあたり、次の資料を参考にしています。 

● 『出版指標年報 2021 年版』全国出版協会出版科学研究所，2021 

●「2020 年子どもの本この一年」『子どもと読書』No.446，親子読書地域文庫全国連絡会，2021.2 

●「2020 年子どもの本をふりかえって」『子どもの本棚』第 50 巻第 5 号，日本子どもの本研究会，2021.5 

●「こどもの本 この 1 年」『こどもの図書館』第 68 巻第 3 号，児童図書館研究会，2021.3 

●「第 13 回ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2020」『ＭＯＥ』第 43 巻第 2 号，白泉社，2020.12 

●「第 2 回読み聞かせの達人が選ぶ親子で読んでほしい絵本大賞」『この本読んで』第 21 巻第 1 号，出版文化産業振興財団，2021.3 

●『こどもとしょかん』No.165-168，東京子ども図書館，2020.4-2021.1 

●「２０２１えほん５０」『学校図書館 速報版』第 2077 号，全国学校図書館協議会，2021.4 

●「子どもの文学この一年」『日本児童文学』第 67 巻第 3 号，日本児童文学者協会，2021.6 

●講座「講演と新刊紹介 2020 年に出版された子どもの本」（主催：大阪府立中央図書館国際児童文学館） 

このリストは、おすすめの本ではありません。 

以下に記した複数のメディアで取り上げられたものを抽出して、 

作成したものであり、高評価だけでなく、考えさせられたものを含んでいます。 

よい本、向く本というのは各現場で違います。このリストを参考にして、 

各現場でどう生かすのか考えてみてください。 

★印のついている本は、講座のなかで解説します。 



１．よみもの
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜家族・生活＞

1 パパのはなよめさん　　 麻生 かづこ／作　垂石 眞子／絵 ポプラ社 2020.6 C913/ｱｿ/ ￥１０００ 小低

2 拝啓パンクスノットデッドさま　　 石川 宏千花／作 くもん出版 2020.10 C913/ｲｼ/ ￥１４００ ＹＡ

3 ごきげんな毎日　　 いとう みく／作　佐藤 真紀子／絵 文研出版 2020.4 C913/ｲﾄ/ ￥１３００ 小中

4 おとうさんのかお　　 岩瀬 成子／作　いざわ 直子／絵 佼成出版社 2020.9 C913/ｲﾜ/ ￥１３００ 小中

5 ネムノキをきらないで　　 岩瀬 成子／作　植田 真／絵 文研出版 2020.12 C913/ｲﾜ/ ￥１４００ 小中/小高

6 てのひらに未来　　 工藤 純子／作　酒井 以／画 くもん出版 2020.2 C913/ｸﾄ/ ￥１４００ ＹＡ

7 世界とキレル　　 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2020.9 C913/ｻﾄ/ ￥１４００ ＹＡ

8 そのときがくるくる　　 すず きみえ／作　くすはら 順子／絵 文研出版 2020.4 C913/ｽｽ/ ￥１２００ 小低

9 雷のあとに　　 中山 聖子／作　岡本 よしろう／絵 文研出版 2020.1 C913/ﾅｶ/ ￥１４００ 小高

★ 10 ぼくとキキとアトリエで　　 中川 洋典／作 文研出版 2020.5 C913/ﾅｶ/ ￥１３００ 小中

11 ウィズ・ユー　　 濱野 京子／作 くもん出版 2020.11 C913/ﾊﾏ/ ￥１３００ ＹＡ

12 県知事は小学生?　　 濱野 京子／作　橋 はしこ／絵 PHP研究所 2020.2 C913/ﾊﾏ/ ￥１２００ 小高

13 ひかりの森のフクロウ　　 広瀬 寿子／作　すがわら けいこ／絵 国土社 2020.10 C913/ﾋﾛ/ ￥１４００ 小学生

14 セラピードッグのハナとわたし　　 堀 直子／作　佐竹 美保／絵 文研出版 2020.9 C913/ﾎﾘ/ ￥１４００ 小中

15 ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん　　 堀 直子／作　田中 六大／絵 ポプラ社 2020.4 C913/ﾎﾘ/ ￥１０００ 小低

★ 16 イーブン　　 村上 しいこ／作 小学館 2020.6 C913/ﾑﾗ/ ￥１４００ ＹＡ

17 あしたのことば　　 森 絵都／作 小峰書店 2020.11 C913/ﾓﾘ/ ￥１６００ 小高

★ 18 団地のコトリ　　 八束 澄子／[著] ポプラ社 2020.8 C913/ﾔﾂ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

★ 19 神様のパッチワーク　　 山本 悦子／作　佐藤 真紀子／絵 ポプラ社 2020.9 C913/ﾔﾏ/ ￥１３００ 小中

20 朝顔のハガキ　夏休み、ぼくは「ハガキの人」に会いに行った　 山下 みゆき／作　ゆの／絵 朝日学生新聞社 2020.3 C913/ﾔﾏ/ ￥１２００ 小高

21 はじまりの夏　　 吉田 道子／作　大野 八生／絵 あかね書房 2020.6 C913/ﾖｼ/ ￥１２００ 小高

22 庭づくりはひみつ!　　 カリーナ・ヤン・グレーザー／作・絵　田中 薫子／訳 徳間書店 2020.6 C933/ｸﾚ/ ￥１８００ 小高

23 ウサギとぼくのこまった毎日　　 ジュディス・カー／作・絵　こだま ともこ／訳 徳間書店 2020.6 C933/ｹﾙ/ ￥１４００ 小中

24 色どろぼうをさがして　　 エヴァ・ジョゼフコヴィッチ／作　大作 道子／訳 ポプラ社 2020.10 C933/ｼﾖ/ ￥１４００ 小高

25 雪山のエンジェル　　 ローレン・セントジョン／作　さくま ゆみこ／訳 評論社 2020.10 C933/ｾﾝ/ ￥１４００ 小高

26 ぼくの犬スーザン　　 ニコラ・デイビス／文　千葉 茂樹／訳 あすなろ書房 2020.10 C933/ﾃｲ/ ￥１２００ 小中

27 ぼくと石の兵士　　 リサ・トンプソン／著　櫛田 理絵／訳 PHP研究所 2020.11 C933/ﾄﾝ/ ￥１４００ 小高

28 デイビッド・マックチーバーと29ひきの犬　　 マーガレット・ホルト／ぶん　ウォルター・ロレイン／え 大日本図書 2020.1 C933/ﾎﾙ/ ￥１４００ 小低
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

29 ぼくのあいぼうはカモノハシ　　 ミヒャエル・エングラー／作　はたさわ ゆうこ／訳 徳間書店 2020.8 C943/ｴﾝ/ ￥１４００ 小低/小中

30 おいで、アラスカ!　　 アンナ・ウォルツ／作　野坂 悦子／訳 フレーベル館 2020.3 C949/ｳｵ/ ￥１４００ 小高

31 エルビス、こっちにおいで　　 ロドリゴ・モルレシン／文　きたむら さとし／絵 さ・え・ら書房 2020.10 C963/ﾓﾙ/ ￥１４００ 小中/小高

＜学校・友達・青春＞

★ 32 とどけ、サルハシ!　　 葦原 かも／作　石川 えりこ／絵 小峰書店 2020.9 C913/ｱｼ/ ￥１１００ 小低

33 メイドイン十四歳　　 石川 宏千花／[著] 講談社 2020.11 C913/ｲｼ/ ￥１４００ ＹＡ

34 ギフト、ぼくの場合　　 今井 恭子／作 小学館 2020.6 C913/ｲﾏ/ ￥１４００ 小高

35 ジャンプして、雪をつかめ!　　 おおぎやなぎ ちか／作　くまおり 純／絵 新日本出版社 2020.11 C913/ｵｵ/ ￥１５００ 小高

36 俳句ステップ!　　 おおぎやなぎ ちか／作　イシヤマ アズサ／絵 佼成出版社 2020.8 C913/ｵｵ/ ￥１３００ 小中

37 ライラックのワンピース　　 小川 雅子／作　めばち／絵 ポプラ社 2020.10 C913/ｵｶ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

38 美爆音!ぼくらの青春シンフォニー　習志野高校吹奏楽部の仲間たち　 オザワ部長／著　pon‐marsh／絵 岩崎書店 2020.11 C913/ｵｻ/ ￥１４００ 小高

39 きみが、この本、読んだならざわめく教室編　　 戸森 しるこ／作　おおぎやなぎ ちか／作 さ・え・ら書房 2020.3 C913/ｷﾐ/ ￥１４００ 小高

40 ハジメテヒラク　　 こまつ あやこ／著 講談社 2020.8 C913/ｺﾏ/ ￥１４００ ＹＡ

41 サード・プレイス　　 ささき あり／作　酒井 以／絵 フレーベル館 2020.9 C913/ｻｻ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

42 セイギのミカタ　　 佐藤 まどか／作　イシヤマ アズサ／絵 フレーベル館 2020.6 C913/ｻﾄ/ ￥１３００ 小中/小高

43 スイマー　　 高田 由紀子／著　結布／絵 ポプラ社 2020.7 C913/ﾀｶ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

44 ぼくらのなぞ虫大研究　　 谷本 雄治／作　羽尻 利門／絵 あかね書房 2020.6 C913/ﾀﾆ/ ￥１３００ 小中

45 ゆりの木荘の子どもたち　　 富安 陽子／作　佐竹 美保／絵 講談社 2020.4 C913/ﾄﾐ/ ￥１３００ 小中

46 トリコロールをさがして　　 戸森 しるこ／作　結布／絵 ポプラ社 2020.5 C913/ﾄﾓ/ ￥１３００ 小中

47 サンドイッチクラブ　　 長江 優子／作 岩波書店 2020.6 C913/ﾅｶ/ ￥１５００ 小高

★ 48 エリーゼさんをさがして　　 梨屋 アリエ／著 講談社 2020.11 C913/ﾅｼ/ ￥１４００ ＹＡ

49 ココロ屋　つむぎのなやみ　 梨屋 アリエ／作　菅野 由貴子／絵 文研出版 2020.9 C913/ﾅｼ/ ￥１３００ 小中

50 めいたんていサムくん　　 那須 正幹／作　はた こうしろう／絵 童心社 2020.9 C913/ﾅｽ/ ￥１１００ 小低

51 あおいの世界　　 花里 真希／著　中島 梨絵／装画 講談社 2020.7 C913/ﾊﾅ/ ￥１４００ 小高

52 ドーナツの歩道橋　　 升井 純子／著 ポプラ社 2020.3 C913/ﾏｽ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

53 保健室経由、かねやま本館。　　 松素 めぐり／著　おとない ちあき／装画・挿画 講談社 2020.6 C913/ﾏﾂ/ ￥１４００ ＹＡ

54 日向丘中学校カウンセラー室　　 まはら 三桃／著　めばち／装画 アリス館 2020.11 C913/ﾏﾊ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

55 無限の中心で　　 まはら 三桃／著 講談社 2020.6 C913/ﾏﾊ/ ￥１４００ ＹＡ

56 つなげ!アヒルのバトン　　 麦野 圭／作　伊野 孝行／絵 文研出版 2020.6 C913/ﾑｷ/ ￥１４００ 小高

57 雨女とホームラン　　 吉野 万理子／作　嶽 まいこ／絵 静山社 2020.5 C913/ﾖｼ/ ￥１３００ 小高

★ 58 フレンドシップウォー　こわれたボタンと友情のゆくえ　 アンドリュー・クレメンツ／著　田中 奈津子／訳 講談社 2020.7 C933/ｸﾚ/ ￥１５００ 小中
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

59 ハロー、ここにいるよ　　 エリン・エントラーダ・ケリー／作　武富 博子／訳 評論社 2020.1 C933/ｹﾘ/ ￥１６００ 小高

★ 60 秘密のノート　　 ジョー・コットリル／作　杉田 七重／訳 小学館 2020.6 C933/ｺﾂ/ ￥１５００ 小高

61 ぼくたちがギュンターを殺そうとした日　　 ヘルマン・シュルツ／作　渡辺 広佐／訳 徳間書店 2020.3 C943/ｼﾕ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

＜動物＞

★ 62 くろりすくんとしまりすくん　　 いとう ひろし／作・絵 講談社 2020.5 C913/ｲﾄ/ ￥１２００ 小低

63 うりぼうウリタ　もりのがっこう　 おくやま ゆか／作 偕成社 2020.2 C913/ｵｸ/ ￥１２００ 小低

64 きつねのしっぽ　　 おくはら ゆめ／作 小峰書店 2020.6 C913/ｵｸ/ ￥１１００ 小低

65 つっきーとカーコのたからもの　　 おくはら ゆめ／作 佼成出版社 2020.11 C913/ｵｸ/ ￥１２００ 小低

66 エカシの森と子馬のポンコ　　 加藤 多一／作　大野 八生／絵 ポプラ社 2020.12 C913/ｶﾄ/ ￥１６００ 小学生/ＹＡ

67 はりねずみともぐらのふうせんりょこう　アリソン・アトリーのおはなし集　 アリソン・アトリー／作　上條 由美子／訳 福音館書店 2020.9 C933/ｱﾄ/ ￥１１００ 小低

68 ぞうくんかいぞくになる　　 セシル・ジョスリン／作　レナード・ワイスガード／絵 出版ワークス 2020.12 C933/ｼﾖ/ ￥１６００ 小低

69 オオカミの旅　　 ロザンヌ・パリー／作　モニカ・アルミーニョ／絵 あかね書房 2020.6 C933/ﾊﾘ/ ￥１４００ 小高

70 かしこいうさぎのローズバッド　　 ルドウィッヒ・ベーメルマンス／ぶん・え　小宮 由／やく 大日本図書 2020.9 C933/ﾍﾒ/ ￥１４００ 小低

＜アイデンティティ・ジェンダー・多文化＞

71 ネバーウェディングストーリー　　 ひこ・田中／作　中島 梨絵／画 福音館書店 2020.5 C913/ﾋｺ/ ￥１４００ 小高

72 赤毛証明　　 光丘 真理／作 くもん出版 2020.5 C913/ﾐﾂ/ ￥１３００ ＹＡ

73 キャンドル　　 村上 雅郁／作 フレーベル館 2020.12 C913/ﾑﾗ/ ￥１４００ 小高

74 人は見た目!と言うけれど　私の顔で,自分らしく　 外川 浩子／著 岩波書店 2020.11 C916/ﾄｶ/ ￥８６０ ＹＡ

★ 75 チェリーシュリンプ　わたしは、わたし　 ファン ヨンミ／作　吉原 育子／訳 金の星社 2020.11 C929/ﾌｱ/ ￥１４００ 小高

76 囚われのアマル　　 アイシャ・サイード／作　相良 倫子／訳 さ・え・ら書房 2020.4 C933/ｻｲ/ ￥１６００ 小高/ＹＡ

77 夜フクロウとドッグフィッシュ　　 ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作　メグ・ウォリッツァー／作 小学館 2020.7 C933/ｽﾛ/ ￥１５００ ＹＡ

78 オン・ザ・カム・アップ　いま、這いあがるとき　 アンジー・トーマス／作　服部 理佳／訳 岩崎書店 2020.12 C933/ﾄﾏ/ ￥１７００ ＹＡ

★ 79 キャラメル色のわたし　　 シャロン・M.ドレイパー／作　横山 和江／訳 鈴木出版 2020.8 C933/ﾄﾚ/ ￥１６００ 小高

★ 80 ぼくだけのぶちまけ日記　　 スーザン・ニールセン／作　長友 恵子／訳 岩波書店 2020.7 C933/ﾆﾙ/ ￥１７００ ＹＡ

81 彼方の光　　 シェリー・ピアソル／作　斎藤 倫子／訳 偕成社 2020.12 C933/ﾋｱ/ ￥１６００ 小高

★ 82 橋の上の子どもたち　　 パドマ・ヴェンカトラマン／作　田中 奈津子／訳 講談社 2020.11 C933/ﾍﾝ/ ￥１５００ 小中

83 兄の名は、ジェシカ　　 ジョン・ボイン／著　原田 勝／訳 あすなろ書房 2020.4 C933/ﾎｲ/ ￥１５００ ＹＡ

★ 84 オール★アメリカン★ボーイズ　　 ジェイソン・レノルズ／著　ブレンダン・カイリー／著 偕成社 2020.12 C933/ﾚﾉ/ ￥１５００ ＹＡ

＜いのち・病気・障がい＞

★ 85 朔と新　　 いとう みく／著 講談社 2020.2 C913/ｲﾄ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

86 子うしのきんじろう　いのちにありがとう　 今西 乃子／作　ひろみちいと／絵 岩崎書店 2020.6 C913/ｲﾏ/ ￥１２００ 小低
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

★ 87 ずっと見つめていた　　 森島 いずみ／作　しらこ／絵 偕成社 2020.3 C913/ﾓﾘ/ ￥１３００ 小高

88 父さんのことば　　 パトリシア・マクラクラン／作　若林 千鶴／訳 リーブル 2020.8 C933/ﾏｸ/ ￥１３００ 小中

89 おじいちゃんとの最後の旅　　 ウルフ・スタルク／作　キティ・クローザー／絵 徳間書店 2020.9 C949/ｽﾀ/ ￥１７００ 小中/小高

＜戦争・平和＞

★ 90 バウムクーヘンとヒロシマ　ドイツ人捕虜ユーハイムの物語　 巣山 ひろみ／著　銀杏 早苗／絵 くもん出版 2020.6 C913/ｽﾔ/ ￥１４００ 小高

★ 91 ワタシゴト　14歳のひろしま　 中澤 晶子／作　ささめや ゆき／え 汐文社 2020.7 C913/ﾅｶ/ ￥１４００ ＹＡ

92 完司さんの戦争　　 越智 典子／文　コルシカ／絵・漫画 偕成社 2020.8 C916/ｵﾁ/ ￥１６００ 小高

93 ハナコの愛したふたつの国　　 シンシア・カドハタ／作　もりうち すみこ／訳 小学館 2020.7 C933/ｶﾄ/ ￥１６００ 小高/ＹＡ

94 父さんが帰らない町で　　 キース・グレイ／作　野沢 佳織／訳 徳間書店 2020.4 C933/ｸﾚ/ ￥１４００ 小中/小高

95 ルーパートのいた夏　　 ヒラリー・マッカイ／作　冨永 星／訳 徳間書店 2020.12 C933/ﾏﾂ/ ￥２０００ 小高/ＹＡ

96 アーニャは、きっと来る　　 マイケル・モーパーゴ／作　佐藤 見果夢／訳 評論社 2020.3 C933/ﾓﾊ/ ￥１４００ 小高

＜ファンタジー・ミステリー・ＳＦ＞

97 科学でナゾとき!　わらう人体模型事件　 あさだ りん／作　佐藤 おどり／絵 偕成社 2020.8 C913/ｱｻ/ ￥９００ 小高

98 まいごのしにがみ　　 いとう みく／作　田中 映理／絵 理論社 2020.2 C913/ｲﾄ/ ￥１２００ 小低

99 雨の日は、いっしょに　 大久保 雨咲／作 佼成出版社 2020.5 C913/ｵｵ/ ￥１２００ 小低

100 ぼくと母さんのキャラバン　　 柏葉 幸子／著　泉 雅史／絵 講談社 2020.4 C913/ｶｼ/ ￥１４００ 小中/小高

101 AIロボット、ひと月貸します!　　 木内 南緒／作　丸山 ゆき／絵 岩崎書店 2020.8 C913/ｷｳ/ ￥１２００ 小中

102 へんくつさんのお茶会　おいしい山のパン屋さんの物語　 楠 章子／作　井田 千秋／絵 学研プラス 2020.11 C913/ｸｽ/ ￥１３００ 小中

★ 103 アリババの猫がきいている　　 新藤 悦子／作　佐竹 美保／絵 ポプラ社 2020.2 C913/ｼﾝ/ ￥１５００ 小高

104 コトノハ町はきょうもヘンテコ　　 昼田 弥子／作　早川 世詩男／絵 光村図書出版 2020.3 C913/ﾋﾙ/ ￥１０００ 小中

105 じりじりの移動図書館(ブックカー)　　 廣嶋 玲子／著　まはら 三桃／著 講談社 2020.7 C913/ﾋﾛ/ ￥１４００ 小高

106 トラブル旅行社(トラベル)　砂漠のフルーツ狩りツアー　 廣嶋 玲子／文　コマツ シンヤ／絵 金の星社 2020.3 C913/ﾋﾛ/ ￥１０００ 小中

107 区立あたまのてっぺん小学校　　 間部 香代／作　田中 六大／絵 金の星社 2020.6 C913/ﾏﾍ/ ￥１２００ 小低

★ 108 天邪鬼な皇子と唐の黒猫　　 渡辺 仙州／作 ポプラ社 2020.1 C913/ﾜﾀ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

109 きみの声がききたくて　　 オーウェン・コルファー／作　P.J.リンチ／絵 文研出版 2020.7 C933/ｺﾙ/ ￥１４００ 小中

110 おひめさまになったワニ　　 ローラ・エイミー・シュリッツ／さく　ブライアン・フロッカ／え 福音館書店 2020.2 C933/ｼﾕ/ ￥１６００ 小低

★ 111 クローバーと魔法動物1　　運のわるい女の子 ケイリー・ジョージ／作　久保 陽子／訳 童心社 2020.5 C933/ｼﾖ/1 ￥１２００ 小中

★ 112 歌がにがてな人魚　　 ルイス・スロボドキン／作　小宮 由／訳 瑞雲舎 2020.7 C933/ｽﾛ/ ￥１５００ 小低/小中

113 魔笛の調べ1　　ドラゴンの来襲 S.A.パトリック／著　岩城 義人／訳 評論社 2020.12 C933/ﾊﾄ/1 ￥１６００ 小中

114 宇宙の神秘　時を超える宇宙船　 ルーシー・ホーキング／作　さくま ゆみこ／訳 岩崎書店 2020.9 C933/ﾎｷ/ ￥１９００ 小高/ＹＡ

115 イルカと少年の歌　海を守りたい　 エリザベス・レアード／作　石谷 尚子／訳 評論社 2020.9 C933/ﾚｱ/ ￥１６００ 小高
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116 人形つかいマリオのお話　　 ラフィク・シャミ／作　松永 美穂／訳 徳間書店 2020.11 C943/ｼﾔ/ ￥１４００ 小低/小中

＜神話・昔話＞

117 大坂城のシロ　　 あんず ゆき／著　中川 学／絵 くもん出版 2020.12 C913/ｱﾝ/ ￥１４００ 小中

118 王の祭り　　 小川 英子／著 ゴブリン書房 2020.4 C913/ｵｶ/ ￥１５００ 小高

119 江戸の空見師 嵐太郎　　 佐和 みずえ／作　しまざき ジョゼ／絵 フレーベル館 2020.11 C913/ｻﾜ/ ￥１４００ 小高

★ 120 コヨーテのはなし　アメリカ先住民のむかしばなし　 リー・ペック／作　ヴァージニア・リー・バートン／絵 徳間書店 2020.10 C933/ﾍﾂ/ ￥１８００ 小中

121 かじ屋と妖精たち　イギリスの昔話　 脇 明子／編訳 岩波書店 2020.9 C933/ﾜｷ/ ￥８４０ 小中/小高

122 クリスマスの小屋　アイルランドの妖精のおはなし　 ルース・ソーヤー／再話　上條 由美子／訳 福音館書店 2020.10 C993/ｿﾔ/ ￥１５００ 小中

＜古典・新訳＞

★ 123 ベルリン1919上　赤い水兵　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.2 C943/ｺﾙ/1 ￥１２００ ＹＡ

124 ベルリン1919下　赤い水兵　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.2 C943/ｺﾙ/2 ￥１２００ ＹＡ

125 ベルリン1933上　壁を背にして　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.4 C943/ｺﾙ/1 ￥１２００ ＹＡ

126 ベルリン1933下　壁を背にして　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.4 C943/ｺﾙ/2 ￥１２００ ＹＡ

127 ベルリン1945上　はじめての春　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.7 C943/ｺﾙ/1 ￥１２００ ＹＡ

128 ベルリン1945下　はじめての春　 クラウス・コルドン／作　酒寄 進一／訳 岩波書店 2020.7 C943/ｺﾙ/2 ￥１２００ ＹＡ

＜シリーズ続刊＞

129 ラビントットと空の魚第5話　　父さんと、母さんと、ぼく 越智 典子／作　にしざか ひろみ／画 福音館書店 2020.6 C913/ｵﾁ/5 ￥１４００ 小高

130 ルドルフとノラねこブッチー　　 斉藤 洋／作　杉浦 範茂／絵 講談社 2020.6 C913/ｻｲ/ ￥１５００ 小中

131 ふしぎ駄菓子屋銭天堂14　　 廣嶋 玲子／作j　yajya／絵 偕成社 2020.9 C913/ﾋﾛ/14 ￥９００ 小中

132 ハートウッドホテル4　　ねずみのモナと永遠のわが家 ケイリー・ジョージ／作　久保 陽子／訳 童心社 2020.2 C933/ｼﾖ/4 ￥１３００ 小中

★ 133 コピーボーイ　　 ヴィンス・ヴォーター／作　原田 勝／訳 岩波書店 2020.3 C933/ﾎﾀ/ ￥１８００ ＹＡ

＜復刊など＞

134 くまの子ウーフ　　 神沢 利子／作　井上 洋介／絵 ポプラ社 2020.11 C913/ｶﾝ/ ￥１３００ 小中

135 まぼろしの小さい犬　　 フィリパ・ピアス／作　猪熊 葉子／訳 岩波書店 2020.1 C933/ﾋｱ/ ￥７６０ 小高

136 ムーミン全集7　　ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン／著　小野寺 百合子／訳  講談社 2020.8 C949/ﾔﾝ/7 ￥１５００ 小中/小高

137 ムーミン全集8　　ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン／著　 鈴木 徹郎／訳  講談社 2020.9 C949/ﾔﾝ/8 ￥１５００ 小中/小高

138 ムーミン全集9　　小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン／著　冨原 眞弓／訳 講談社 2020.10 C949/ﾔﾝ/9 ￥１３００ 小中/小高
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