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🌼今月の pickup 

『ゾウ』 ジェニ・デズモンド∥さく 福本由紀子∥やく 長瀬健二郎∥日本語版監修 ＢＬ出版 

動物園で子どもに人気のゾウですが、野生ではどんな生活をしているのか、

ひとりの男の子の目をとおして語っていきます。 

 ゾウの長い鼻はどんな役割をしているのか、何を食べてどんなふうに寝てい

るのかなど、子どもの「知りたいこと」がつまっています。ゾウの体について、

例えばゾウの牙の長さは「７歳の子どもが２人でつま先とつま先をあわせた

ら」というように、説明の仕方にもひと工夫ある楽しい絵本です。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2019年 9月受け入れ分：98冊） 

日本の絵本（42冊） 

書名 著者名 出版者 

あなあなはてな はらぺこめがね∥作 アリス館 

あやしいぶたのたね 佐々木マキ∥作 絵本館 

いえでをしたてるてるぼうず にしまきかやこ∥作 こぐま社 

いっしょにいこうよ 長田真作∥[著] 交通新聞社 

いつもとなりで よしだるみ∥さく・え 国土社 

いれてくやさーい わたなべあや∥絵 きだにやすのり∥文 ひかりのくに 

うんどうかいセブン もとしたいづみ∥作 ふくだいわお∥絵 世界文化社 

丘のうえのいっぽんの木に 今森光彦∥作 童心社 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 10 月 466 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 

 

 

滋賀県の里山をフィールドに活動をする著者が、里

山の生きものを育むいっぽんの木の物語を切り絵で

描きます。 
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書名 著者名 出版者 

おでかけくるま もとやすけいじ∥作・絵 学研プラス 

オマール王子の旅 古田博一∥作 藤原飛鳥∥絵 あいり出版 

おやさいしろくま 柴田ケイコ∥作・絵 PHP 研究所 

かぜがふくふく 田島征三∥作 フレーベル館 

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井良二∥著 NHK 出版 

くだものたちのないしょだよ はせがわかこ∥作 WAVE 出版 

こうさくはっちゃんおすしやさん ひらぎみつえ∥作 小学館 

こころがニコニコしちゃうもの 常田メロン∥さく みらいパブリッ

シング 

52 と呼ばれたクジラ ながいしょうご∥さく とくひらようこ∥え リーブル出版 

子どものすきな神さま 新美南吉∥作 西條由紀夫∥絵 サンライズ出版 

子どもの時計 金子みすゞ∥童謡 尾崎眞吾∥絵  

矢崎節夫∥選 

JULA 出版局 

こねこをひろったけどそだててみたら… 新井洋行∥作 BL 出版 

こびとのおうち 鬼頭祈∥作 WAVE 出版 

じょうききかんしゃビーコロ ミノオカリョウスケ∥作・絵 童心社 

しろくまきょうだいのケーキやさん serico∥え たきのみわこ∥ぶん 白泉社 

スパイスれっしゃでミンナデタベルモン uwabami∥作 ひさかたチャイルド 

そっくりこ 中川ひろたか∥文 村上康成∥絵 ひかりのくに 

そらまめくんのおやすみなさい なかやみわ∥さく 小学館 

たたたんたたたん 内田麟太郎∥文 西村繁男∥絵 童心社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

書名 著者名 出版者 

たまごにいちゃんとたまごじいさん あきやまただし∥作・絵 鈴木出版 

だれも知らない時間 安房直子∥作 いもとようこ∥絵 金の星社 

でんぐりごろりん ふくだじゅんこ∥[作] 大日本図書 

どうぶつパンパン ザ・キャビンカンパニー∥著 白泉社 

とくべつなひ 山本りくお∥著 文溪堂 

パンのふわふわちゃん かとうようこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 

絵本『がたごと がたごと』の続編です。 

のをこえやまをこえ走っていった電車がまたまた

走ります。次はどこを走って行くのでしょうか。 
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書名 著者名 出版者 

パンふわふわ 彦坂有紀∥作 もりといずみ∥作 講談社 

ふーふーふー 外村節子∥文・絵 高陵社書店 

ぼく、こわかったんだ 横須賀香∥作 BL 出版 

水の絵本 長田弘∥作 荒井良二∥絵 講談社 

やさいばたけカーレース やぎたみこ∥著 白泉社 

ようかいオリリンピック めぐろみよ∥作 星の環会 

ようかいむらのたのしいおしょうがつ たかいよしかず∥作・絵 国土社 

リーとスーのどこ?どこ?どこ? コンドウアキ∥作・絵 教育画劇 

わたしうみにいったのよ 糟谷奈美∥絵と文 至光社 

 

外国の絵本（16冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

うっかりおじさん［スウェーデン］ エマ・ヴィルケ∥作 きただいえりこ∥訳 朔北社 

うんがよくなりますようにおとうとうさぎ!

［スウェーデン］ 

ヨンナ・ビョルンシェーナ∥作  

ヘレンハルメ美穂∥訳 

クレヨンハウス 

おかしなおきゃくさま［朝鮮］ ペクヒナ∥作 中川ひろたか∥訳 学研プラス 

おはようおやすみぼくのせかい［英］ マーガレット・ワイズ・ブラウン∥ぶん  

ローレン・ロング∥え やまねもとよ∥やく 

評論社 

ガンピーさんのサイ［英］ ジョン・バーニンガム∥作 谷川俊太郎∥訳 BL 出版 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

自転車がほしい! ［英］ マリベス・ボルツ∥文  

ノア・Z・ジョーンズ∥絵 尾高薫∥訳 

光村教育図書 

スノーウィとウッディ［英］ ロジャー・デュボアザン∥さく  

石津ちひろ∥やく 

好学社 

だいすきな先生へ［英］ デボラ・ホプキンソン∥文  

ナンシー・カーペンター∥絵 松川真弓∥やく 

評論社 

ともだちになったミーとチュー［中国］ ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌヴー∥

絵 中由美子∥訳 

樹立社 

 

ジョン・バーニンガム最後の作品。 

『ガンピーさんのふなあそび』 

『ガンピ―さんのドライブ』につづく 

ガンピ―さんの絵本です。 
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書名 著者名 出版者 

なかよしの水［ドイツ］ ジョン・キラカ∥作 さくまゆみこ∥訳 西村書店東京出

版編集部 

ハロウィンのおきゃくさま［英］ レオ・ランドリー∥作 木坂涼∥訳 光村教育図書 

プールのひは、おなかいたいひ［英］ ヘウォン・ユン∥作 ふしみみさを∥訳 光村教育図書 

ぼくは生まれたとき［ポルトガル］ イザベウ ミンニョス マルチンス∥作  

マデレナ マトーソ∥絵 本田亮∥訳 

ニジノ絵本屋 

ほら、ここにいるよ［英］ オリヴァー・ジェファーズ∥さく  

tupera tupera∥訳 

ほるぷ出版 

ライオンになるには［英］ エド・ヴィアー∥さく きたむらさとし∥やく BL 出版 

ロンドン・ジャングルブック［英］ バッジュ・シャーム∥作  

ギータ・ヴォルフ∥編 シリシュ・ラオ∥編 

三輪舎 

 

ちしきの絵本（17冊） 

書名 著者名 出版者 

一日十分おばけ漢字えほん あきやまかぜさぶろう∥作 講談社 

おこりたくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ∥ 

ぶん・え 垣内磯子∥やく 

主婦の友社 

カシュカシュのまちでかくれんぼ アガット・デモワ∥さく ヴァンサン・ゴドー

∥さく うちださやこ∥やく 

KTC 中央出版 

かなしくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ∥ 

ぶん・え 垣内磯子∥やく 

主婦の友社 

「危険なジェーン」とよばれても スザンヌ・スレード∥文  

アリス・ラターリー∥絵 小林晶子∥訳 

岩崎書店 

ぐる～りすいぞくかん モリナガヨウ∥作 ほるぷ出版 

こわくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ∥ 

ぶん・え 垣内磯子∥やく 

主婦の友社 

コんガらガっちでんしゃでおでかけビンゴの本 ユーフラテス∥さく うえ田みお∥絵 小学館 

こんなとききみならどうする? 五味太郎∥作 福音館書店 

さわるめいろ 3 村山純子∥著 小学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字つき『さわるめいろ』のシリーズ第 3 弾。

盛り上げ印刷の線を指でたどりながら遊ぶ、誰で

も楽しめるめいろ絵本です。 
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書名 著者名 出版者 

さわれるまなべるみぢかなどうぶつ グザヴィエ・ドヌー∥絵  

ジェラルディンヌ・トランシャン∥文  

松永りえ∥訳 

パイインターナ

ショナル 

ゾウ ジェニ・デズモンド∥さく  

福本由紀子∥やく  

長瀬健二郎∥日本語版監修 

BL 出版 

ちいさなひこうきのたび みねおみつ∥さく 福音館書店 

とつきとおか ミランダ・ポール∥文  

ジェイソン・チン∥絵 川井清考∥訳 

汐文社 

ナイチンゲール アンデルセン∥作  

カンタン・グレバン∥絵  

松井るり子∥再話 

岩波書店 

まんまるダイズみそづくり ミノオカリョウスケ∥さく 福音館書店 

ミッフィーおなじのどーれ? ディック・ブルーナ∥絵 講談社 

 

日本のよみもの（17冊） 

書名 著者名 出版者 

青いあいつがやってきた!? 松井ラフ∥作 大野八生∥絵 文研出版 

アッチとドッチのフルーツポンチ 角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え ポプラ社 

あやしの保健室 3 染谷果子∥作 HIZGI∥絵 小峰書店 

意味がわかると鳥肌が立つ話 蔵間サキ∥編著 toai∥絵 学研プラス 

おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山京∥作 ささめやゆき∥絵 理論社 

怪談研究クラブ 笹原留似子∥作絵 金の星社 

きつねの時間 蓼内明子∥作 大野八生∥絵 フレーベル館 

きみの存在を意識する 梨屋アリエ∥作 ポプラ社 

十四歳日和 水野瑠見∥著 講談社 

ショートフィルムズ ブックショート∥編著 くじょう∥絵 学研プラス 

スベらない同盟 にかいどう青∥著 講談社 

ねこの町のホテルプチモンド 小手鞠るい∥作 くまあやこ∥絵 講談社 

ふしぎないどうどうぶつえん くさのたき∥作 つぼいじゅり∥絵 金の星社 

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月美智子∥著 早川世詩男∥絵 小峰書店 

モン太くんのハロウィーン 土屋富士夫∥作・絵 徳間書店 

ゆうびんばこはねこのいえ 高木あきこ∥作 高瀬のぶえ∥絵 金の星社 

ゆるびーくん えんそくにいく 斉藤洋∥さく 武田美穂∥え ほるぷ出版 
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外国のよみもの（5冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

シャイローと歩く秋［英］ フィリス・レイノルズ・ネイラー∥著  

さくまゆみこ∥訳 岡本順∥画 

あすなろ書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

ゾンビのホラーちゃん 1［イタリア］ バルバラ・カンティーニ∥作  

安野亜矢子∥訳 

文化学園文化出

版局 

動物と話せる少女リリアーネプチストーリーズ

［ドイツ］ 

タニヤ・シュテーブナー∥著  

マルレーネ・ヤブロンスキー∥著  

中村智子∥訳 

学研プラス 

ハヤクさん一家とかしこいねこ［英］ マイケル・ローゼン∥作  

トニー・ロス∥絵 ないとうふみこ∥訳 

徳間書店 

ヤナギ通りのおばけやしき［英］ ルイス・スロボドキン∥作 小宮由∥訳 瑞雲舎 

 

詩（1冊） 

書名 著者名 出版者 

わくわく 全国学校図書館協議会∥編 田中和雄∥編 童話屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難を乗り越えて家族になった少年マイティーと

ビーグル犬シャイローに、新たな試練が待ち受け

ます。『シャイローがきた夏』の続編です。 
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児童室からのお知らせ 

        

       ○おはなし会 11 月 15 日(金)午前 11 時～ 県立図書館 1 階 談話室  

       ○児童室展示 10 月 23 日(水)～11 月 14 日(木)  「みんな アーティスト！」 

 

芸術の秋にちなんで、音楽や絵画がテーマの本をあつめました。 

「冬休み子どもの本まつり」開催決定！ 

夏休みにご好評をいただました「子どもの本まつり」を冬休みにも開催します！ 

「夏休み子どもの本まつり」では、今年の 4月から 8月に刊行された絵本と読み物を展示し、たくさんの方

に新しい子どもの本との出会いを楽しんでいただくことができました。「冬休み子どもの本まつり」では、9

月から 12月に刊行された絵本と読み物を展示します。皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 

「冬休み子どもの本まつり」 会場 県立図書館 1 階 談話室 

○展示会 

日時  12 月 20 日（金）～21 日（土） 各日 10：00～16：00 

○おはなし会 

日時  12 月 20 日（金）11：00～（30 分程度） 

 

場所  滋賀県立図書館 1 階 談話室 

 

「夏休み子ども本まつり」の様子です。 
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子どもの本に関することにつきましては、下記までお気軽にお問合せください。 

 

（問い合わせ先）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      

滋賀県立図書館 児童室  ＴEL 077-548-9691 

開館時間 水～金   午前 10 時～午後 6 時 

     土・日・祝 午前 10 時～午後 5 時 

休館日  毎週月・火 ※祝(休)日は開館し、翌水曜日を休館 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

🌼研修・選定用資料（図書）とは？ 

 家庭や地域・学校そして図書館で、子どもたちにどんな絵本や読み物を届けていくのか、手に取って

選んでいただくための児童書新刊コレクションです。子どもの本を選ぶ際や、子どもの本に関する講座・

研修の場でご利用いただけます。 

 

🌼皆様のお声にお応えして 

 「最近の子どもの本はどんな本があるの？」「新刊本の内容を知りたいけれど 1 冊ずつ探すのは大変。」

そんな皆様のお声にお応えします。毎年約５千冊の児童書が出版されており、その中から本を選んでい

くのは大変な仕事です。そこで当館では、「子どもの読書活動に関わる人々への支援事業」として、子ど

もの本の新刊のうち絵本・読み物を研修・選定用資料（図書）として提供し、本選びのお手伝いをした

いと考えています。 

 

🌼研修・選定用資料（図書）を利用するには？ 

 研修・選定用資料（図書）は当館児童研究室で閲覧することができます。カウンターでお申込みくだ

さい。また、研修会等での出張展示にも対応できます。事前に児童室までご相談ください。 

 

 

 

 

 

🌼研修選定用資料（図書）について 
 


