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🌼今月の pickup 

『おおにしせんせい』 長谷川義史∥さく 講談社 

五年生になって１週間。今日は僕の好きな「図画工作」のある日。新しい担

任のおおにし先生がみんなに言った。今日は１日「図画工作」の授業をする、

太い筆１本とパレットがわりの下敷き１枚、バケツの水入れを持って、学校の

中で自分の書きたい所を書いてくるようにと。友達と僕は茶色の絵の具 1 色だ

けで廊下の絵をすぐに描き上げた。しかし、先生に廊下が絵の具の茶色だけな

のかよーく見るようにと言われ、僕は気づき、今度は僕が感じる廊下を書き始

めた。 

先生の授業をきっかけにいつも一緒にいる友達の印象が変わり、先生の言葉

をきっかけにものの見え方が変わる。そんな僕の心の動きが興味深い。  

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2019年 10月受け入れ分：140冊） 

日本の絵本（53冊） 

書名 著者名 出版者 

あきのセーターをつくりに 石井睦美∥文 布川愛子∥絵 ブロンズ新社 

あさくさかな 加藤休ミ∥作 BL 出版 

あめといっしょに 田仲由佳∥作 アリス館 

あめふりぼうず せなけいこ∥作・絵 金の星社 

アンちゃんとおうち かくたにたかし∥さく・え みらいパブリ

ッシング 

おいで… 有田奈央∥文 軽部武宏∥絵 新日本出版社 

おうさまのこどもたち 三浦太郎∥[作] 偕成社 

おおにしせんせい 長谷川義史∥作 講談社 

おすしヒーローパックンジャー 苅田澄子∥作 マスリラ∥絵 岩崎書店 

おそろしいよる きむらゆういち∥作 殿内真帆∥絵 鈴木出版 

おつきさまひとつずつ 長野ヒデ子∥作 童心社 

おでんのおうさま 山本祐司∥さく ほるぷ出版 

おばけきょうだいはじめてのハロウィーン 松田奈那子∥作 小学館 

おばけのぺろぺろ 乾栄里子∥さく 西村敏雄∥え フレーベル館 

おべんとういっしゅうかん 出口かずみ∥作・絵 学研プラス 

おむすび 7 さとうかつや∥作 本郷由樹∥絵 エッセンシャ

ル出版社 
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書名 著者名 出版者 

おもいおいも 木坂涼∥作 どうなつみ∥絵 教育画劇 

おやすみのえほん いしかわこうじ∥作・絵 童心社 

きのこのばけもの 唯野元弘∥文 石川えりこ∥絵 鈴木出版 

きみののぞみはなんですか? 五味太郎∥著 KTC 中央出版 

ぎゅぎゅぎゅのぎゅー 森あさ子∥作・絵 ひかりのくに 

きらいきらい! 武田美穂∥作・絵 童心社 

グリドングリドン 宮西達也∥作・絵 ひかりのくに 

こどもかいぎ 北村裕花∥作・絵 フレーベル館 

ごめんなさい! いもとようこ∥作絵 金の星社 

ゴリラさんだめです キューライス∥さく・え イースト・プレス 

こんがらがったい 星野イクミ∥作・絵 フレーベル館 

サン・サン・サンタひみつきち かこさとし∥著 白泉社 

10 かいだてのおひめさまのおしろ のはなはるか∥作・絵 PHP 研究所 

じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね∥作・絵 鈴木出版 

しろいしろいころわん 間所ひさこ∥作 黒井健∥絵 ひさかたチャイルド 

しろとくろ きくちちき∥作 講談社 

そんなにみないでくださいな accototo∥作 KADOKAWA 

タンチョウヅルのたんじょうび 風木一人∥作 田中ひろみ∥絵 KADOKAWA 

チリとチリリあめのひのおはなし どいかや∥作 アリス館 

にだんベッドだいすき! ほそいさつき∥著 岩崎書店 

にちにちらんらん tupera tupera∥著 白泉社 

ねぇねぇあーそぼ 山本直美∥さく 山本美希∥え エンブックス 

ねこおどる 広瀬克也∥作 絵本館 

ねことねこ 町田尚子∥作 こぐま社 

ねこの結婚式 安房直子∥作 いもとようこ∥絵 金の星社 

はっぱのゆうびんやさん 高田桂子∥文 みやもとただお∥絵 文研出版 

ペロずきんちゃん 山本まもる∥原案・絵  

もりやしげやす∥文 

小学館 

まいにちたのしい KAKATO∥ぶん オオクボリュウ∥え ブロンズ新社 

まじょまじょランド ませぎりえこ∥作 偕成社 

マツオとまいにちおまつりの町 スケラッコ∥作 亜紀書房 

まてまてドーナツ わたなべちいこ∥作・絵 フレーベル館 

まめざらちゃん あさのますみ∥文 よしむらめぐ∥絵 白泉社 

みみみみ 川之上英子∥さく・え  

川之上健∥さく・え 

岩崎書店 

みよこ DJ みそしると MC ごはん∥作 神宮館 

やさいのがっこう なかやみわ∥さく 白泉社 
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書名 著者名 出版者 

りんごぽとん 新井洋行∥作 WAVE 出版 

わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきのゆみこ∥作 上野与志∥作 末崎茂樹∥絵 ひさかたチャイルド 

 

外国の絵本（19冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

あおいアヒル［朝鮮］ リリア∥さく 前田まゆみ∥やく 主婦の友社 

おじいちゃんがのこしたものは…[英] マイケル・モーパーゴ∥文  

ジム・フィールド∥絵 佐藤見果夢∥訳 

評論社 

おばあちゃん、ぼくにできることある? 

[英] 

ジェシカ・シェパード∥さく  

おびかゆうこ∥訳 

偕成社 

くるまがいっぱい![英] リチャード・スキャリー∥さく  

木坂涼∥やく 

好学社 

このままじゃ学校にいけません[英] ベン・ブラッシェアーズ∥文  

エリザベス・バーグランド∥絵  

福本友美子∥訳 

犀の工房 

コレットのにげたインコ[英] イザベル・アルスノー∥作  

ふしみみさを∥訳 

偕成社 

ジムのおなかがなりました[英] ローレル・スナイダー∥文 チャック・グ

ルーンインク∥絵 木坂涼∥訳 

BL 出版 

すてきってなんだろう?[イタリア] アントネッラ・カペッティ∥ぶん  

メリッサ・カストリヨン∥え  

あべけんじろう∥やく 

きじとら出版 

せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ 

[英] 

サム・マクブラットニィ∥文  

サム・アッシャー∥絵 吉上恭太∥訳 

徳間書店 

ゾウのともだちフンパーディンク 

[英] 

ショーン・テイラー∥さく クレア・アレ

クザンダー∥え 青山南∥やく 

マイクロマガ

ジン社 

チェクポ[朝鮮] イチュニ∥ぶん キムドンソン∥え  

おおたけきよみ∥やく 

福音館書店 

とんでいったふうせんは[英] ジェシー・オリベロス∥文  

ダナ・ウルエコッテ∥絵 落合恵子∥訳 

絵本塾出版 

はじめてのともだち 

～ジャータカものがたり～ 

中川素子∥再話  

バーサンスレン・ボロルマー∥絵 

小学館 

ハロウィーンくまちゃん[英] シャーリー・パレントー∥ぶん  

デイヴィッド・ウォーカー∥え  

福本友美子∥やく 

岩崎書店 

ムーミントロールと金のはっぱ 

[スウェーデン] 

トーベ・ヤンソン∥原作・絵 ラルス・ヤ

ンソン∥原作・絵 当麻ゆか∥訳 

徳間書店 
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書名 著者名 出版者 

もりのおくのクリスマスツリー[英] ユーヴァル・ゾマー∥作 石津ちひろ∥訳 ほるぷ出版 

ゆきのひにあえたら[中国] ワンユーウェイ∥さく 長山さき∥訳 ほるぷ出版 

ゆめみるどうぶつたち[フランス] イザベル・シムレール∥文・絵  

石津ちひろ∥訳 

岩波書店 

わたしの糸[ノルウェー] トーリル・コーヴェ∥作 青木順子∥訳 西村書店東京

出版編集部 

 

ちしきの絵本（19冊） 

書名 著者名 出版者 

あひるがあるいてあいうえお わらべきみか∥作・絵 ポプラ社 

いちごがいっこいろ・かず・かたち わらべきみか∥作・絵 ポプラ社 

おしりふりふりだーれ? わだことみ∥作 かわぐちえり∥絵 岩崎書店 

おまつりおばけめぐり 本山浩子∥作・絵 赤ちゃんとママ社 

おもしりとり 田中六大∥絵  

「シャキーン!」制作スタッフ∥監修 

ポプラ社 

巨大空港 鎌田歩∥さく 福音館書店 

しつもんブック 100 tupera tupera∥著 ネオテリック 

たべものなにからできている? and EIGHT∥さく 交通新聞社 

だれのあし?   ひさかたチャイルド 

ともだちしょうかいしようかい tupera tupera∥作 ブロンズ新社 

なんみんってよばないで。 ケイト・ミルナー∥さく  

こでらあつこ∥やく 

合同出版 

はないきおばけとくちいきおばけ いまいかずあき∥さく  

おおのこうへい∥え 

PHP 研究所 

PEACE AND ME わたしの平和 アリ・ウィンター∥文  

ミカエル・エル・ファティ∥絵  

中井はるの∥訳 

かもがわ出版 

広重の絵本 結城昌子∥構成・文 小学館 

へんがおたいそう 鈴木のりたけ∥絵と文  

おくむらけんいち∥原案 

NHK出版 

北斎の絵本 結城昌子∥構成・文 小学館 

ぽっとんころころどんぐり いわさゆうこ∥さく 童心社 

みんなのまちどうなってるの? and EIGHT∥さく 交通新聞社 

リサ・ラーソンの ABCブック リサ・ラーソン∥イラスト ヨハンナ・ラ

ーソン∥イラスト 

パイインター

ナショナル 
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日本のよみもの（35冊） 

書名 著者名 出版者 

アサギマダラの手紙 横田明子∥作 井川ゆり子∥絵 国土社 

犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本悦子∥作 しんやゆう子∥絵 岩崎書店 

鬼遊び 廣嶋玲子∥作 おとないちあき∥絵 小峰書店 

おばけひめがやってきた! むらいかよ∥著 ポプラ社 

オバケはあの子の中にいる! 富安陽子∥作 小松良佳∥絵 ポプラ社 

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原ゆたか∥さく・え ポプラ社 

きつねの橋 久保田香里∥作 佐竹美保∥絵 偕成社 

言葉屋 7 久米絵美里∥作 もとやままさこ∥絵 朝日学生新聞社 

境い目なしの世界 角野栄子∥著 理論社 

しぶがきほしがきあまいかき 石川えりこ∥さく・え 福音館書店 

その声は、長い旅をした 中澤晶子∥著 ささめやゆき∥装画・カット・地図 国土社 

だれもしらない図書館のひみつ 北川チハル∥作 石井聖岳∥絵 汐文社 

チ・ヨ・コ・レ・イ・ト! ばんひろこ∥作 丸山ゆき∥絵 新日本出版社 

南河国物語 暴走少女、国をすくう?の巻 濱野京子∥作 Minoru∥絵 静山社 

西風のビー玉 木村桂子∥著 小池りとな∥イラスト 鳥影社 

2 ひきのかえる にいみなんきち∥作 しまだしほ∥絵 理論社 

はりねずみのルーチカ かんのゆうこ∥作 北見葉胡∥絵 講談社 

100 年ハチミツのあべこべ魔法 あんびるやすこ∥作・絵 ポプラ社 

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 

ホカリさんとあきのてがみ はせがわさとみ∥作 かわかみたかこ∥絵 文溪堂 

ぼくらののら犬砦 宗田理∥作 ポプラ社 

魔女のいじわるラムネ 草野あきこ∥作 ひがしちから∥絵 PHP 研究所 

みかん、好き? 魚住直子∥著 講談社 

昔話法廷 Season4 NHK E テレ「昔話法廷」制作班∥編  

坂口理子∥原作 イマセン∥法律監修 

金の星社 

めっちゃ好きやねん 新井けいこ∥作 下平けーすけ∥絵 文研出版 

もうひとつの曲がり角 岩瀬成子∥著 講談社 

モノクロームの不思議 斉藤洋∥作 森田みちよ∥絵 静山社 

モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉幸子∥作 高畠純∥絵 小峰書店 

ヤービの深い秋 梨木香歩∥著 小沢さかえ∥画 福音館書店 

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平∥作 有田奈央∥絵 新日本出版社 

夢の森のティーパーティー 富安陽子∥著 大庭賢哉∥絵 偕成社 

妖怪捕物帖乙 古都怨霊篇 2 大﨑悌造∥作 ありがひとし∥画 岩崎書店 

よるのまんなか おくはらゆめ∥作絵 理論社 

ラストで君は「まさか!」と言う 冬の物語 PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

鹿鳴館の恋文 小森香折∥作 染谷みのる∥絵 偕成社 
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外国のよみもの（12冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

アンチ[ヘブライ] ヨナタン・ヤヴィン∥作 鴨志田聡子∥訳 岩波書店 

オオカミが来た朝[英] ジュディス・クラーク∥著  

ふなとよし子∥訳 

福音館書店 

金魚ははらぺこっ!![英] H.M.ボウマン∥作 渋谷弘子∥訳  

タカタカヲリ∥絵 

文研出版 

クレンショーがあらわれて[英] キャサリン・アップルゲイト∥作  

こだまともこ∥訳 まめふく∥絵 

フレーベル館 

ネコ魔女見習いミルク[英] ポーラ・ハリソン∥作  

ジェニー・ラヴリー∥絵  

田中亜希子∥訳 

小学館 

ハートウッドホテル[英] ケイリー・ジョージ∥作  

久保陽子∥訳 高橋和枝∥絵 

童心社 

ピノピノとおひるね[イタリア] ロベルト・ピウミーニ∥原作  

アンナ・クルティ∥絵 山本和子∥翻案 

学研プラス 

ベネベントの魔物たち[英] ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ∥作 

ソフィー・ブラッコール∥絵 横山和江∥訳 

偕成社 

マイク[英] アンドリュー・ノリス∥著  

最所篤子∥訳 

小学館 

魔法使いマーリンの犬[英] エリック・カーン・ゲイル∥作  

大山泉∥訳 

評論社 

真夜中の妖精[中国] 湯湯∥作 髙野素子∥訳 平澤朋子∥絵 あかね書房 

名探偵カッレ城跡の謎[スェーデン] アストリッド・リンドグレーン∥作  

菱木晃子∥訳 平澤朋子∥絵 

岩波書店 

 

古典（1冊） 

書名 著者名 出版者 

枕草子いとめでたし! 天野慶∥著 赤間恵都子∥監修  

睦月ムンク∥絵 

朝日学生新聞

社 

 

昔ばなし（1冊） 

書名 著者名 出版者 

アジアのおはなし、読んでみよう 「世界の子どもたち」の会∥編訳  

上嶋恵津子∥絵 

てらいんく 
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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！」 

              11 月 15 日(金)～12 月 5 日(木)    「こてん コテン 古典」 

 

 

                           

 12 月 6 日(金)～12 月 22 日(日)  「クリスマス展」 

                  12 月 25 日(金)～12 月 27 日(日)  「年越し」 

 

落語・狂言・歌舞伎などの伝統芸能、今昔物語や平家物語などの古典文学がテーマの絵本・読み物を集めました。 

「冬休み子どもの本まつり」開催！  

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） 10：00～18：00  

21 日（土） 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。 

【出張展示の様子】是非、ご活用ください！！ 

 

 

🌼研修選定用資料（図書）について 
 

専門分野実務研修（公共図書館、学校関係者） 

10 月 30～31 日開催 於：県立図書館 

幼稚園・認定子ども園等新規採用職員研修 

7月 22 日 於：滋賀県総合教育センター 

  

滋賀県学校図書館実務講習会 

8月 7日 於：野洲図書館 

 


