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諮問番号 部会 書名 著者名等 発行所 価格（本体） 出版年月 ISBNコード

1600 乳幼児 だっぴ！ 北村直子／作 こぐま社 ¥900 R1.6 978-4-7721-0242-1

1601 乳幼児 ふゆとみずのまほうこおり 片平孝／文・写真 ポプラ社 ¥1,500 R1.11 978-4-591-16409-9

1602 乳幼児 ながーいはなでなにするの？ 齋藤槇／作 福音館書店 ¥900 R1.5 978-4-8340-8441-2

1603 乳幼児 きょうりゅうのおおきさってどれくらい？ 大島英太郎／作 福音館書店 ¥900 H31.4 978-4-8340-8449-8

1604 乳幼児 クマさんのいえへ　いかなくちゃ！ ブライアン・リーズ/作・絵　横山和江/訳 徳間書店 ¥1,600 H31.1 978-4-19-864764-3

1605 小学校低学年 いただきますレストラン ひだのかな代／絵・文 星雲社 ¥1,200 H31.1 978-4-434-25570-0

1606 小学校低学年 フルーツふれんずスイカちゃん 村上しいこ/作　　角裕美/絵 あかね書房 ¥1,200 R1.9 978-4-251-01105-3

1607 小学校低学年 だれのあし？ 福田 豊文/写真　今泉 忠明/監修
ひさかたチャイル
ド

¥1,600 R1.7 978-4-86549-188-3

1608 小学校低学年 まざっちゃおう！ いろいろな いろの おはなし アリー・チャン/作・絵  小栗左多里/訳 フレーベル館 ¥1,400 R2.2 978-4-577-04827-6

1609 小学校低学年 パンダしりとり　コアラしりとり ことば／石津ちひろ　絵／高畠　純 ポプラ社 ¥1,300 R1.12 978-4-591-16448-8

1610 小学校中学年 ねこの小児科医ローベルト 木地雅映子／五十嵐大介 偕成社 ¥1,500 H31.2 978-4-03-313770-4

1611 小学校中学年 森のゲオルグ ノーブスミー　作・絵 出版ワークス ¥1,800 Ｈ31.6 978-4-907108-38-0

1612 小学校中学年 キセキのスパゲッティー 山本省三/作　十々夜/絵 フレーベル館 ¥1,300 R1.11 978-4-577-04839-9

1613 小学校中学年 みんなで守れ！ ふくちゃんのいのち 秋川イホ/文 フレーベル館 ¥1,300 R1.11 978-4-577-04846-7

1614 小学校中学年 おばあちゃんがやってきた 重本あき子/作　山中ももこ/絵 新日本出版社 ¥1,400 H31.2 978-4-406-06341-8

1615 小学校高学年 夏に降る雪 あんずゆき／作　佐藤真紀子／絵 フレーベル館 ¥1,400 R1.7 978-4-577-04771-2

1616 小学校高学年 桃太郎は盗人なのか　「桃太郎」から考える鬼の正体 倉持よつば/著 新日本出版社 ¥1,500 R1.9 978-4-406-06389-0

1617 小学校高学年 トクベツな日 白矢三恵／作　スカイエマ／絵 ＰＨＰ研究所 ¥1,400 H31.6 978-4-569-78872-2

1618 小学校高学年 引っ越しなんてしたくない！ カリーナ・ヤン・グレ－ザー/作・絵　田中薫子/訳 徳間書店 ¥1,700 R1.11 978-4-19-864983-8

1619 小学校高学年 プラスチック・プラネット ジョージア・アムソン＝ブラッドショー作　大山泉訳 評論社 ¥2,200 R1.7 978-4-566-08050-8

1620 中学校 部長会議、はじまります 吉野　万理子／作 朝日学生新聞社 ¥1,400 H31.2 978-4-909064-73-8

1621 中学校 アドリブ 佐藤まどか／著 あすなろ書房 ¥1,400 R1.10 978-4-7515-2942-3

1622 中学校 愛蔵版　シェーラ姫の冒険（上）　※（下）あり 村山早紀／著　佐竹美保／絵 童心社 ¥1,800 H31.3 978-4-494-01831-4

1623 中学校 思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃／著 アリス館 ¥1,400 R1.7 978-4-7520-0896-5

1624 中学校 ゴースト ジェイソン・レノルズ／作　ないとうふみこ／訳 小峰書店 ¥1,500 R1.7 978-4-338-28720-3

1625 高校・青年 目を見て話せない 似鳥　鶏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ¥1,400 R1.10 978-4-04-108425-0

1626 高校・青年 わたしの良い子 寺地はるな/著 中央公論新社 ¥1,600 R1.9 978-4-12-005230-9

1627 高校・青年 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ／著 文藝春秋 ¥1,650 R1.5 978-4-16-391026-0

令和２年度　推奨候補図書一覧



1628 高校・青年 タスキメシ　箱根 額賀　澪／著 小学館 ¥1,500 R1.11 978-4-09-386557-9

1629 高校・青年 すべては救済のために　デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ／著　　加藤　かおり／訳 あすなろ書房 ¥1,600 H31.4 978-4-7515-2935-5















令和２年度推奨図書選定の経緯 
 

１ 募 集 
（１）日本児童図書出版協会会員、ＹＡ出版協会会員に対し候補図書の申出を依頼 
（２）県民に対し、彩の国だより、ホームページ、須原屋を通じて候補図書を募集 
 
２  申出受付期限 
（１）日本児童図書出版協会加盟等各社  令和２年３月６日（金） 
（２）一般県民             令和２年３月６日（金） 
 
３ 申出状況 
   計３６３点 
 
４ 優良図書選定委員会第１回全体会の開催（図書の配布・部門決定） 
  令和２年５月上旬 ※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止。 
 
５ 優良図書選定委員会部会の開催（図書の審査）  
（１）乳幼児部会     
 第１回 令和２年７月２日（木）１０：００～１６：３０ 県立久喜図書館 

              
（２）小学校部会 
 第１回 

（低学年）令和２年６月２４日（水）１５：３０～１６：３０ 深谷市立上柴西小学校 
（中学年）令和２年７月１３日（月）１３：３０～１６：３０ 県庁 衛生会館５１１会議室  
（高学年）令和２年７月中旬 ※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止。 
 第２回 合 同 ※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止。 
 
（３）中学校部会     
 第１回 令和２年６月３０日（火）１４：００～１６：３０ さいたま市立北浦和図書館 

 第２回 令和２年７月中旬 ※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止。 
 
（４）高校・青年部会   
 第１回 令和２年６月下旬 ※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止。 

 第２回 令和２年７月１０日（金）１４：００～１６：３０ 埼玉県立越ヶ谷高等学校 

 
６ 優良図書選定委員会第２回全体会の開催（図書の最終審査及び推奨候補図書の選定） 
  令和２年８月７日（金）１４：００～１６：３０ 全日埼玉会館 
 
７ 青少年健全育成審議会へ推奨図書の諮問（答申） 
  令和２年９月１０日（木） 
 
８ 推奨年月日（予定） 
  令和２年１０月２日（金） 
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令和２年度推奨候補図書の申出状況 

                          

１ 令和２年度埼玉県推奨候補図書申し出状況・過去２年の申し出状況 

 申出点数 

合  計 

内       訳  

出 版 社 県  民 

２ 

年度 

元 

年度 

３０ 

年度 

２ 

年度 

元 

年度 

３０ 

年度 

２ 

年度 

元 

年度 

３０ 

年度 

乳幼児 ５３ ５７ ３８ ３６ ４１ ３４ １７ １６ ４ 

小学校低学年 ９２ ７４ ５２ ６４ ５２ ３９ ２８ ２２ １３ 

小学校中学年 ４９ ５３ ４５ ３７ ３５ ２９ １２ １８ １６ 

小学校高学年 ６０ ５９ ３２ ３６ ３８ １７ ２４ ２１ １５ 

中学校 ４６ ３６ ３７ ２２ １５ １４ ２４ ２２ ２３ 

高校・青年 ６３ ３１ ２７ １３ １１ ７ ５０ ２０ ２０ 

計 ３６３ ３１０ ２３１ ２０８ １９２ １４０ １５５ １１９ ９１ 

 

２ 令和２年度優良図書推奨予定状況       （ ）は令和元年度 

 申し出 

件 数 

審査結果 

推奨するもの 推奨しないもの 

 乳幼児 ５３（６０） ５  （５） ４８（５５） 

 小学校低学年 ９２（６９） ５  （５） ８７（６４） 

 小学校中学年 ４９（５０） ５  （５） ４４（４５） 

 小学校高学年 ６０（６５） ５  （５） ５５（６０） 

 中学校 ４６（３６） ５  （５） ４１（３１） 

 高校・青年 ６３（３０） ５  （５） ５８（２５） 

計 ３６３（３１０） ３０ （３０） ３３３（２８０） 

 



 

 

「埼玉県青少年健全育成条例に基づく推奨、指定及び命令に関する認定基準（抄）」 

                                            （昭和58年10月１日 施行） 

                          （平成16年１月20日 改定） 

                          （平成29年２月９日 改定） 

                          （令和元年９月12日 改定） 

 

 埼玉県青少年健全育成条例（昭和５８年埼玉県条例第２８号。以下「条例」という。）

第１０条の規定に基づく優良な図書等、映画及び演劇の推奨の認定基準は、次のとおり

とする。 

 

(1) 豊かな人間性を養う 

 ア 思いやりや社会性、倫理観や正義感などを養うもの 

 イ「生命の大切さ」の心情や意識を高めるもの 

 ウ 社会の一員としての自覚を高め、社会参加の精神を養うもの 

 エ 言葉、表現等に親しみ、楽しむことで情操を高めるもの 

 

(2) 生きる力を育む 

 ア 思考力、判断力、創造力、問題解決能力などを育むもの 

 イ 人間としての在り方生き方を考えるきっかけとなるもの 

 

(3) 知識・教養を深めるもの 

 ア 自然や科学、スポーツ、文化芸術などへの興味関心を高め、理解を深めるもの 

 イ 郷土や伝統を愛し、それらの良さを認識するのに役立つもの 

 ウ 国際感覚を養い、国際理解に役立つもの 

 エ 多様性を理解し、共生意識を高めるもの 

 オ 健やかな発達・成長のため、基本的な生活習慣や態度を養うもの 

 

(4) その他 

 ア その他青少年の健全育成に特に役立つもの 
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埼玉県青少年健全育成条例（抄） 

 

（優良な図書等及び興行の推奨） 

第１０条 知事は、図書等又は興行で、その内容が青少年の健全な育成を図るため特に

 優良と認められるものを推奨することができる。  

 

 

（審議会への諮問）              

第２５条 知事は次に掲げる場合は、埼玉県青少年健全育成審議会に諮問しなければな

らない。ただし、第１号、第２号、第４号又は第５号に掲げる場合において、緊急を

要し、審議会を招集するいとまがないときは、この限りでない。 

 ⑴ 第１０条の規定により推奨をしようとするとき。 
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所属部会 氏名 勤務先 推薦団体

いずみ　まりな

泉　麻莉菜

くぎもと　ひろみ

釘本　宏美

たかの　はるこ

高野　治子

たかくら　やよい

髙倉　弥生

あらき　ゆみ

荒木　佑実

しみず　ようこ

清水　洋子

せいみや　なつみ

清宮　なつみ

あまだつ　しんいち

天達　新一

とみざわ　ひろこ

冨澤　浩子

しまだ　ゆうすけ

島田　祐介

うしごめ　たかのり

牛込　孝憲

つかもと　なおこ

塚本　直子

しかの　しの

鹿野　詩乃

あかぎ　みさ

赤木　みさ

まえだ　みかこ

前田　美香子

たかだ　わかな

高田　和佳奈

はらだ　ゆうき

原田　優樹
17 高 校 ・ 青 年 埼玉県立春日部高等学校 高等学校図書館研究会

16 高 校 ・ 青 年 埼玉県立越ヶ谷高等学校 高等学校図書館研究会

高 校 ・ 青 年 さいたま市立大宮北高等学校 埼玉県図書館協会

15 高 校 ・ 青 年 埼玉県立新座総合技術高等学校 高等学校図書館研究会

14

12 中　　学　　校 さいたま市立美園中学校（分教室学校図書館協議会

13 中　　学 　 校 さいたま市立北浦和図書館 埼玉県図書館協会

10 中　  学　　校 川越市立霞ケ関東中学校 学校図書館協議会

11 中　　学　　校 熊谷市立大里中学校 学校図書館協議会

4 小学校低学年

9 小学校高学年 川越市立南古谷小学校 学校図書館協議会

川越市立野田中学校 学校図書館協議会

さいたま市立城北小学校 学校図書館協議会

小学校低学年

吉川市立北谷小学校 学校図書館協議会

8 小学校高学年

深谷市立上柴西小学校 学校図書館協議会

6 小学校中学年

小学校中学年7

熊谷市立成田小学校 学校図書館協議会

埼玉県図書館協会

3 乳　幼　児 埼玉県立久喜図書館 埼玉県図書館協会

小川町立図書館

5

埼玉県優良図書選定委員会委員名簿（第１９期）

1 乳　幼　児 川口市立中央図書館 埼玉県図書館協会

2 乳　幼　児
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