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🌼今月の pickup  

『ハンカチともだち』 なかがわちひろ∥作 アリス館 

ある日、はるちゃんがひきだしを開けると、見たことのない小人のハンカチが 

入っていました。すると、眠っていたハンカチの小人が動き出したからビックリ。 

学校でも、ポケットの中のハンカチのことが、気になって仕方ありません。 

ついには、ハンカチの秘密を守るために、友達とけんかをしてしまします。その時、 

はるちゃんを助けてくれたのは、クラスでいつも一人でいるミヨンちゃんでした。 

あることをきっかけに友だちになれた、二人のうれしさが伝わってくる作品です。 

たっぷりの挿絵が入っていて、楽しく読みすすめることができます。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2019年 12月受け入れ分：142冊） 

日本の絵本（43冊） 

書名 著者名 出版者 

うれしいひのいただきまあす わだことみ∥ぶん いまばやしゆか∥え ハッピーオウル社 

大岡越前-しばられ地蔵 神田松之丞∥監修 石崎洋司∥文 北村裕花∥絵 講談社 

おしょうがつのかみさま おくはらゆめ∥[作] 大日本図書 

おにぎりもって 久住昌之∥作 久住卓也∥絵 小学館 

おれ、よびだしになる 中川ひろたか∥文 石川えりこ∥絵 アリス館 

怪談 瀧晴巳∥文 吉田愛∥絵 講談社 

くまくまパンいちにちパンやさん 西村敏雄∥作 あかね書房 

西行-鼓ケ滝 神田松之丞∥監修 石崎洋司∥文 山村浩二∥絵 講談社 

ししにゃいとおしょうがつ 澤野秋文∥さく 世界文化社 

十二支のどうぶつゴールをめざせ!! 広瀬克也∥作・絵 星の環会 

少年の太鼓 くすのきしげのり∥作 篠崎三朗∥絵 星の環会 

しろいおひげなにたべた? Miya Uni∥さく KADOKAWA 

すき 有田奈央∥さく 羽尻利門∥え 少年写真新聞社 

すずと、ことりと、それからわたし 高畠那生∥絵 坂本美雨∥ナビゲーター JULA 出版局 

せかいいちながいゾウさんのおはな 谷口智則∥作・絵 文溪堂 

 

2020 年 1 月 469 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 
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書名 著者名 出版者 

たまたまたまご 内田麟太郎∥文 北村裕花∥絵 文研出版 

ちいさなちいさなほしのあかり さかいさちえ∥[作・絵] 教育画劇 

Dr.イーストアイつぎはー? yajitama∥さく 浅田啓資∥監修 オレンジページ 

なかよしっぱな 福徳秀介∥文 北村絵理∥絵 小学館 

なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ∥著 光村図書出版 

なんと!ようひんてん 石川基子∥作 講談社 

にんげんさまへ 間中ムーチョ∥え・ぶん 素敬 SOKEI パブ

リッシング 

の junaida∥著 福音館書店 

のら猫のかみさま くすのきしげのり∥作 狩野富貴子∥絵 星の環会 

パパになったぼくへ *すまいるママ*∥作 東京書店 

パンケーキくまのきいくまくん いりやまさとし∥さく 成美堂出版 

パンダ星 そら∥作・絵 学研プラス 

パンになりたい まるやまなお∥著 みらいパブリッシ

ング 

ひとりでぼっち くすのきしげのり∥作 ふるしょうようこ∥絵 学研プラス 

ぶぶるんふるふる まつもとさとみ∥ぶん あずみ虫∥え ほるぷ出版 

ふゆのはなさいた 安東みきえ∥文 吉田尚令∥絵 アリス館 

ペロずきんちゃんどうぶつえんそく 山本まもる∥原案・絵 もりやしげやす∥文 小学館 

ぼく、仮面ライダーになる!  

ゼロワン編 

のぶみ∥さく 講談社 

ぼくはくるま、みんなもくるま 高橋祐次∥作 あかね書房 

まっくらレストランへようこそ 林和美∥作 ナダール書林 

マルをさがして 山本久美子∥さく・え ひだまり舎 

宮本武蔵-山田真龍軒 神田松之丞∥監修 石崎洋司∥文 飯野和好∥絵 講談社 

もぐらのほったふかい井戸 安房直子∥作 いもとようこ∥絵 金の星社 

ももちゃん さとうめぐみ∥作・絵 PHP 研究所 

リトルサンタ 丸山陽子∥作 BL 出版 

ルーちゃんとクリスマスツリー 下村明香∥ぶん くわはらまい∥え 福音館書店 

れおくんとちいさいいもうと 野見山大輔∥作 朝比奈かおる∥絵 学研プラス 

わたしのちいさないもうと みうらとも∥文・絵 岩波書店 
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外国の絵本（20冊） 

書名［原書の言語］ 著者名 出版者 

アーサー王のひひひひひまご［英］ ケネス・クレーグル∥作 津森優子∥訳   

いぬのサビシー［英］ サンディ・ファッセル∥文 タル・スワナキット∥絵 

青山南∥訳 

光村教育図書 

イワシ大王のゆめ［朝鮮］ チョンミジン∥再話 イジョンギュン∥絵  

おおたけきよみ∥訳 

光村教育図書 

えらぶえほん［英］ ニック・シャラット∥絵 ピッパ・グッドハート∥文 

聞かせ屋。けいたろう∥訳 

講談社 

おばけのジョージーこまどりをたす

ける［英］ 

ロバート・ブライト∥さく こみやゆう∥やく 好学社 

カケ・マケちゃんとかたづけエルフ

［リトアニア］ 

リナ・ジュタウテ∥作・絵 [正岡慧子∥文] 世界文化社 

きみがいないと［英］ ボブ・ディラン∥ぶん デイヴィッド・ウォーカー∥え  

ドリアン助川∥やく 

イマジネイショ

ン・プラス 

きょうりゅうたちもペットをかいた

い［英］ 

ジェイン・ヨーレン∥文 マーク・ティーグ∥絵  

なかがわちひろ∥訳 

小峰書店 

くまのムルはじめてゆきをみる 

［フィンランド］ 

カイサ・ハッポネン∥作 アンネ・ヴァスコ∥絵  

中井靖子∥訳 

誠文堂新光社 

くろはおうさま［スペイン］ メネナ・コティン∥文 ロサナ・ファリア∥絵  

うのかずみ∥訳 

サウザンブックス社 

こころのいと［英］ パトリス・カースト∥文  

ジョアン・ルー・フリートフ∥絵 浜崎絵梨∥訳 

岩崎書店 

これはボール［英］ ベック スタントン∥作 マット スタントン∥作  

よしはらかれん∥訳 

永岡書店 

こんなもんくえニャイ!［英］ クリストファー・サイラス・ニール∥作 林木林∥訳 光村教育図書 

ジュマンジ［英］ クリス・ヴァン・オールズバーグ∥作 村上春樹∥訳 あすなろ書房 

 

 

 

 

 

 

 

父さんがかえる日まで［英］ モーリス・センダック∥さく  

アーサー・ビナード∥やく 

偕成社 

新訳で復刊しました。 

 

 

 

 

 

『まどのそとのそのまたむこう』の

新訳です。 
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書名 著者名 出版者 

ひとりぼっちのモンスター［英］ アンナ・ケンプ∥さく サラ・オギルヴィー∥え  

たなかあきこ∥やく 

フレーベル館 

ふたりのパパとヴィオレット 

［フランス］ 

エミール・シャズラン∥作 ガエル・スパール∥作 

中山亜弓∥訳 

ポット出版 

ママは 100 めんそう［朝鮮］ パクスヨン∥文 ジョンウンスク∥絵  

おおたけきよみ∥訳 

光村教育図書 

ライオンとタカとアリになった男の子 

［ノルウェー］ 

菱木晃子∥文 MARUU∥絵 BL 出版 

ランスとロットのさがしもの 

［オランダ］ 

リンダ・ハーン∥え・ぶん アンドレア・ゲルマー∥

やく 眞野豊∥やく 

ポット出版 

 

ちしきの絵本（19冊） 

書名 著者名 出版者 

あいうえあそぼうとしょかんで 草谷桂子∥ぶん スギヤマカナヨ∥え 子どもの未来社 

アリスのふしぎなくに［英］ アニェーゼ・バルッツィ∥さく 小学館 

絵本江戸のたび 太田大輔∥作 講談社 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者 

おかねをかせぐ!［英］ シンダーズ・マクレオド∥作・絵  

田中靖浩∥訳 大加瀬裕美∥訳 

岩崎書店 

おかねをつかう!［英］ シンダーズ・マクレオド∥作・絵  

田中靖浩∥訳 大加瀬裕美∥訳 

岩崎書店 

おもしろことばえほん 林木林∥作 チャイルド本社 

きょうりゅうワンダーランド［英］ アニェーゼ・バルッツィ∥さく 小学館 

こどものうた 村上勉∥絵 講談社 

せかいのくにでおめでとう! 野村たかあき∥作・絵 講談社 

だれでもみんなかんごしさん せがわあやか∥文 おがわようこ∥絵 保育社 

75 億人のひみつをさがせ!［ノルウ

ェー］ 

クリスティン・ローシフト∥作 ひだにれいこ∥訳 岩崎書店 

春・夏・秋・冬 村上勉∥絵 講談社 

『絵本江戸のまち』の続編です。 
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書名 著者名 出版者 

パンダのあかちゃん   ひさかたチャイル

ド 

ビーナスとセリーナ［英］ リサ・ランサム∥文 ジェイムズ・ランサム∥絵 

飯田藍∥日本語版監修 

西村書店東京出版

編集部 

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ

おきているのはだあれ?［英］ 

ガレス・ルーカス∥絵 ルース・ラッセル∥デザイン  

カースティーン・ロブソン∥文 

河出書房新社 

目で見てかんじて［ウクライナ］ ロマナ・ロマニーシン∥著  

アンドリー・レシヴ∥著 広松由希子∥訳 

河出書房新社 

もし地球に植物がなかったら? きねふちなつみ∥作 真鍋真∥監修  

ジョン・ブルタン∥監修 

あすなろ書房 

もしも恐竜とくらしたら 山本省三∥作 本田隆行∥監修 WAVE 出版 

ようこそ!もりのマナーがっこうへ くるまざきのりこ∥え ながれだなお∥かんしゅう 少年写真新聞社 

 

日本のよみもの（38冊） 

書名 著者名 出版者 

一富士茄子牛焦げルギー たなかしん∥作・絵 BL 出版 

ウサギのトリン 高畠じゅん子∥作 小林ゆき子∥絵 小峰書店 

X-01 3 あさのあつこ∥[著] 田中達之∥画 講談社 

大どろぼうジャム・パン 内田麟太郎∥作 藤本ともひこ∥絵 文研出版 

おねえちゃんって、すっごくもやも

や! 

いとうみく∥作 つじむらあゆこ∥絵 岩崎書店 

おばけのアッチおもっちでおめでと

う 

角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え ポプラ社 

家庭科室の日曜日 村上しいこ∥作 田中六大∥絵 講談社 

カラスてんぐのジェットくん 富安陽子∥作 植垣歩子∥絵 理論社 

空手、はじめます! くすのきしげのり∥作 下平けーすけ∥絵 講談社 

木があつまれば、なんになる? おおぎやなぎちか∥作 マリーニ・モンティーニ∥

絵 

あかね書房 

柔道がすき! 須藤靖貴∥作 大矢正和∥絵 講談社 

しょうがくせいのおばけずかん 斉藤洋∥作 宮本えつよし∥絵 講談社 

空に向かって走れ! 小手鞠るい∥作 大庭賢哉∥絵 講談社 

天保の虹 斉藤洋∥作 高畠純∥画 偕成社 
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書名 著者名 出版者 

天保の虹 斉藤洋∥作 高畠純∥画 偕成社 

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者 

トゲトゲトカゲをつかまえろ! 赤羽じゅんこ∥作 筒井海砂∥絵 国土社 

となりのアブダラくん 黒川裕子∥作 宮尾和孝∥絵 講談社 

ないしょのおかたづけ みずのよしえ∥作 いづのかじ∥絵 偕成社 

夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野京子∥作 森川泉∥絵 あかね書房 

七不思議探偵アマデウス!  1 如月かずさ∥作 亜沙美∥絵 静山社 

はじめまして、茶道部! 服部千春∥作 小倉マユコ∥絵 出版ワークス 

はるかちゃんが、手をあげた 服部千春∥作 さとうあや∥絵 童心社 

ハロー、マイフレンズ 大矢純子∥作 みしまゆかり∥絵 朝日学生新聞社 

ハンカチともだち なかがわちひろ∥作 アリス館 

火狩りの王 2 日向理恵子∥作 山田章博∥絵 ほるぷ出版 

ピンポン兄弟ゆめへスマッシュ! 吉野万理子∥作 サトウユカ∥絵 講談社 

へのへのカッパせんせい ［1］ 樫本学ヴ∥さく・え 小学館 

ぼくと賢おじさんと山の学校 村上淳子∥作 下平けーすけ∥絵 国土社 

ぼくらの波を走る! 工藤純子∥作 小林系∥絵 講談社 

まじょのむすめワンナ・ビー 竹下文子∥作 種村有希子∥絵 偕成社 

湊町の寅吉 藤村沙希∥作 Minoru∥絵 学研プラス 

ムーンヒルズ魔法宝石店 3 あんびるやすこ∥作・絵 講談社 

やまねこのこんにちは はせがわさとみ∥作 あかね書房 

ゆるびーくんのうんどうかい 斉藤洋∥さく 武田美穂∥え ほるぷ出版 

ラストで君は「まさか!」と言う 涙

の宝石 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

ラストで君は「まさか!」と言う 真

夜中の動物園 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

人間に化ける術を得た狐の白狐魔丸が、 

さまざまな時代を旅する歴史ファンタジー

第 7 弾です。 
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書名 著者名 出版者 

令和の旗 しのざきこういち∥著 てらいんく 

レディオワン 斉藤倫∥著 クリハラタカシ∥画 光村図書出版 

わたしのビーナス 樫崎茜∥作 本田亮∥絵 講談社 

 

外国のよみもの（20冊） 

書名［原書の言語］ 著者名 出版者 

明日をさがす旅 ［英］ アラン・グラッツ∥作 さくまゆみこ∥訳 福音館書店 

あたまをつかった小さなおばあさん

がんばる ［英］ 

ホープ・ニューウェル∥作 松岡享子∥訳 降矢なな∥絵 福音館書店 

あたまをつかった小さなおばあさん

のんびりする ［英］ 

ホープ・ニューウェル∥作 松岡享子∥訳 降矢なな∥絵 福音館書店 

暗号クラブ 16 ［英］ ペニー・ワーナー∥著 番由美子∥訳 ヒョーゴノスケ∥絵 KADOKAWA 

うちの弟、どうしたらいい? ［英］ エリナー・クライマー∥作 小宮由∥訳 岩波書店 

オリバー・ツイスト 上 ［英］ チャールズ・ディケンズ∥作 山本史郎∥訳 斎藤兆史∥訳 偕成社 

オリバー・ツイスト 下 ［英］ チャールズ・ディケンズ∥作 山本史郎∥訳 斎藤兆史∥訳 偕成社 

グレッグのダメ日記ぶっこわしちゃ

え［英］ 

ジェフ・キニー∥作 中井はるの∥訳 ポプラ社 

5000 キロ逃げてきたアーメット［英］ オンジャリ Q.ラウフ∥作 久保陽子∥訳  

二木ちかこ∥本文イラスト 

学研プラス 

この海を越えれば、わたしは［英］ ローレン・ウォーク∥作 中井はるの∥訳 中井川玲子∥訳 さ・え・ら書房 

桜の木の見える場所 ［イタリア］ パオラ・ペレッティ∥作 関口英子∥訳 小学館 

スアレス一家は、今日もにぎやか［英］ メグ・メディナ∥著 橋本恵∥訳 あすなろ書房 

なかなおりの魔法 ［中］ 湯湯∥作 髙野素子∥訳 平澤朋子∥絵 あかね書房 

ねこと王さま［英］ ニック・シャラット∥作・絵 市田泉∥訳 徳間書店 

ネバームーア［英］ 田辺千幸∥訳 早川書房 

引っ越しなんてしたくない! ［英］ カリーナ・ヤン・グレーザー∥作・絵 田中薫子∥訳 徳間書店 

ほんとうの願いがかなうとき［英］ バーバラ・オコーナー∥著 中野怜奈∥訳 偕成社 

ミオととなりのマーメイド 6［英］ ミランダ・ジョーンズ∥作 浜崎絵梨∥訳 谷朋∥絵 ポプラ社 

みずうみ ［ドイツ］ テオドール・シュトルム∥作 酒寄進一∥訳  

ヨシタケシンスケ∥絵 

理論社 

レオナルド・ダ・ヴィンチの童話 

［イタリア］ 

レオナルド・ダ・ヴィンチ∥[著] 西村暢夫∥共訳 

渡辺和雄∥共訳 

小学館 
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昔話・詩（2冊） 

書名 著者名 出版者 

夜ふけに読みたい奇妙なイギリスの

おとぎ話 ［英］ 

FLORA・ANNIE・STEEL∥[再話]  

アーサー・ラッカム∥挿絵 吉澤康子∥編訳 

平凡社 

令和のこころ 上野誠∥著 花村えい子∥絵 ミネルヴァ書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

児童室からのお知らせ 

          ○おはなし会 2 月 21 日（金）午前 11 時～ 1 階談話室        

          ○児童室展示 1 月 5 日（日）～23 日（木） 「冬のぽかぽか」 

                 1 月 24 日（金）～2 月 13 日（木） 「きょうだい だから・・・」 


