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🌼今月の pickup 

『大嫌いな君に、サヨナラ』 いかだかつら∥さく PHP 研究所 

主人公は小学六年生、末永嵐、風景写真家である父を五歳でなくし、母と二人暮らし。 

ヒロインは都波かれん、転校生。母と二人暮らし。学校では誰とも仲良くしないと決め

ている（理由は最後に判明）。 

舞台は、瀬戸内に面した小さな町。 

かれんが再び転校していくまでの半年、互いに気になりながらもうまく話せない二人。 

最後の最後で・・・。 

町の幻想的な光景「肱川あらし」と父が遺したその写真が、二人の紡ぐ物語の鍵となる。 

 嵐は本文で、かれんは本文の合間に挟まれた日記により、それぞれの気持ちがわかる構

成となっており、二人の関係のもどかしさがそこでも表現されている。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2020年 7月受け入れ分：133冊） 

日本の絵本（45冊） 

書名 著者名 出版者 

あかいしろくま (PHPにこにこえほん) 柴田ケイコ∥作・絵 PHP 研究所 

あなふさぎのジグモンタ とみながまい∥作 たかおゆうこ∥絵 ひさかたチャイルド 

あめかっぱ むらかみさおり∥作 偕成社 

あるひあるとき あまんきみこ∥文 ささめやゆき∥絵 

佐藤仁史∥解説監修 

のら書店 

おおきなうみとちいさなマーヴィー H@L∥作・絵 フレーベル館 

おおきなかぶとちいさなかぶ きしらまゆこ∥作・絵 教育画劇 

おにぎりさんきょうだい つぼいじゅり∥作 教育画劇 

おむすびころりんはっけよい! 森くま堂∥作 ひろかわさえこ∥絵 偕成社 

カメレオンどろぼう・ドロン 苅田澄子∥作 伊藤夏紀∥絵 あかね書房 

カリカリのぼうけん 武鹿悦子∥文 凪∥人形制作・絵  

亀田龍吉∥写真 

リーブル 

きんぴらきょうだい 

(講談社の創作絵本 食べるのだいすきよ

みきかせ絵本) 

苅田澄子∥文 大島妙子∥絵 講談社 

くまのこ 3きょうだいふねのきょうそう 中川ひろたか∥作 中川貴雄∥絵 教育画劇 

ここは 最果タヒ∥文 及川賢治∥絵 河出書房新社 

 

2020 年 8 月 475 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 

こどもたちはまっている 

(亜紀書房えほんシリーズ〈あき箱〉 3) 

荒井良二∥著 亜紀書房 

サーカスが燃えた 佐々木譲∥文 中島梨絵∥絵 角川春樹事務所 

さんしょっ子 

(大人になっても忘れたくないいもとようこ名作絵本) 

安房直子∥作  

いもとようこ∥絵 

金の星社 

しおかぜにのって かじりみな子∥さく 偕成社 

じごくバス (ポプラ社の絵本 72) 有田奈央∥作 安楽雅志∥絵 ポプラ社 

ぞぞぞぞでんしゃ 薫くみこ∥作 かとうようこ∥絵 ひさかたチャイルド 

それからそれから 中野真典∥絵 高山なおみ∥文 リトルモア 

たべるのだあれ? ～とびだすえほん～ すぎはらけいたろう∥作 東京書店 

だれのほね? たけうちちひろ∥文・切り絵  

西澤真樹子∥監修 

出版ワークス 

 

ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかいさちえ∥[作・絵] 教育画劇 

つかまえた 田島征三∥[作] 偕成社 

ドン・ウッサ ダイエットだいさくせん! 

(MOEのえほん) 

キューライス∥著 白泉社 

のりかえの旅 長田真作∥作 あすなろ書房 

はかせのふしぎなプール(こどものとも絵本) 中村至男∥さく 福音館書店 

ばけばけばけばけばけたくん おかしの巻 岩田明子∥ぶん・え 大日本図書 

ひっついた!! きどまや∥さく・え ひかりのくに 

ファイアー 長谷川集平∥作 理論社 

ふーってして 松田奈那子∥作 KADOKAWA 

ぶーらんぶーらん 

～うさぎのギーギとあそぼう～ 

(エンブックスの赤ちゃん絵本) 

ミヤタタカシ∥さく エンブックス 

ペロずきんちゃん 

いちごがペロペロボワ～ン 

山本まもる∥原案・絵  

もりやしげやす∥文 

小学館 

ポッポーきかんしゃ とよたかずひこ∥著 アリス館 

ほらふきカールおじさん～ロシアのたび～ 

(講談社の創作絵本) 

斉藤洋∥文  

高畠純∥絵 

講談社 

まあるくなーれわになれ 

(たんぽぽえほんシリーズ) 

真珠まりこ∥作・絵 鈴木出版 

 

みんなが知ってるいろんな動物の骨が切り絵でクイズに。 

何匹わかるかな？ 
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書名 著者名 出版者 

まなちゃんはおおかみ 種村有希子∥[作] 偕成社 

みてみておばけ ささきみお∥[作] 国土社 

みてみておひげ ささきみお∥[作] 国土社 

みてみてバナナ ささきみお∥[作] 国土社 

みてみてパンツ ささきみお∥[作] 国土社 

みどりのほし(童心社の絵本) 林木林∥作 長谷川義史∥絵 童心社 

やたいのおやつ 

(たんぽぽえほんシリーズ) 

ふじもとのりこ∥作・絵 鈴木出版 

妖怪のど自慢 広瀬克也∥作 絵本館 

わっはは ぼくのなつやすみ おのりえん∥作 タダサトシ∥絵 こぐま社 

 

外国の絵本（14冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おばあちゃんとことりと [英] ベンジー・デイヴィス∥作  

いわじょうよしひと∥訳 

岩崎書店 

おばけでんしゃだおとうとうさぎ! 

[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 

おやすみ、ぼく -新版- [英] アンドリュー・ダッド∥文  

エマ・クエイ∥絵 落合恵子∥訳 

クレヨンハウス 

こうまのマハバット [仏] 市川里美∥作 BL 出版 

コートニー -新版- [英] ジョン・バーニンガム∥さく  

たにかわしゅんたろう∥やく 

ほるぷ出版 

ちいさなじょおうばちマルグリット 

～まほうのにわのなかまたち～[仏] 

(imagination unlimited) 

アントン・クリングス∥ぶん・え  

河野万里子∥やく 

イマジネイシ

ョン・プラス 

ねんころりん -新版- [英] ジョン・バーニンガム∥さく  

谷川俊太郎∥やく 

ほるぷ出版 

はつめいたいかい [英] ピップ・ジョーンズ∥ぶん サラ・オギル

ヴィー∥え 福本友美子∥やく 

BL 出版 

パパぺんぎんとたまご [仏] フランス・クアトロム∥さく ザビエル・

ブロンカード∥え 木坂涼∥やく 

マイクロマガ

ジン社 

ぼくといっしょに [蘭] シャルロット・デマトーン∥作  

野坂悦子∥訳 

ブロンズ新社 

ぼくはにんげん 

～おもいやりってだいじだね～ [英] 

スーザン・ヴェルデ∥文 ピーター・レイ

ノルズ∥絵 島津やよい∥訳 

新評論 

ぼくはむくどりのヘンリー [英] アレクシス・ディーコン∥文 ヴィヴィ

アン・シュワルツ∥絵 青山南∥訳 

カクイチ研究所 
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書名 著者名 出版者 

みずをくむプリンセス [英] スーザン・ヴァーデ∥文 ピーター・H・

レイノルズ∥絵 さくまゆみこ∥訳 

さ・え・ら書房 

リサとガスパールキティちゃんをパリで

おむかえ [仏] 

アン・グットマン∥ぶん  

ゲオルグ・ハレンスレーベン∥え  

やまぐちゆうこ∥きょうりょく 

光文社 

 

 

 

 

 

 

 

ちしきの絵本（26冊） 

書名 著者名 出版者 

うどんできた! 

(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) 

加藤休ミ∥さく 福音館書店 

うまれたよ!シデムシ 

(よみきかせいきものしゃしんえほん 39) 

安田守∥写真・文 岩崎書店 

うれしいぼんおどり 

(はじめての行事えほん お盆) 

すとうあさえ∥ぶん 種村有希子∥え ほるぷ出版 

かくれているよ海のなか 高久至∥しゃしん かんちくたかこ∥ぶん アリス館 

恐竜トリケラトプスとティラノきょうだ

い ～マイアサウラをたすけるまき～ 

(恐竜だいぼうけん) 

黒川みつひろ∥作・絵 小峰書店 

きょうりゅうのずかん(コドモエのえほん) 五十嵐美和子∥作 富田京一∥監修 白泉社 

くろくまくんあわあわてあらい 

～わくわくくろくま～ 

たかいよしかず∥さく・え  

成田奈緒子∥監修協力 

くもん出版 

五十音 北原白秋∥詩 高畠純∥絵 光村教育図書 

細菌ホテル キムソンファ∥文 クォンスジン∥文 

キムリョンオン∥絵 

金の星社 

サンキュー、ヒーロー 

～みんなのためにはたらくひとたちへの

おうえんのうた～ 

パトリシア・ヘガティ∥文  

マイケル・エマーソン∥絵  

くぼみよこ∥訳 

化学同人 

サンゴと生きる 

～中村征夫の写真絵本～ 

中村征夫∥写真・文  

茅根創∥監修 

大空出版 

ジャングルジムをつくろう! 三浦太郎∥作 ほるぷ出版 

 

なんと、キティちゃんが、リサとガスパールの世界に登場！ 
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書名 著者名 出版者 

手話でつながる世界のあいさつ 全国手話通訳問題研究会∥作  

見杉宗則∥絵 

クリエイツか

もがわ 

すごい虫ずかん 

～くさむらのむこうには～ 

じゅえき太郎∥作  

須田研司∥監修 

KADOKAWA 

 

つめかみおばけ よしむらあきこ∥作・絵・デザイン 教育画劇 

ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下文子∥文 鈴木まもる∥絵 偕成社 

どこからきたの?おべんとう 鈴木まもる∥作・絵 金の星社 

トリケラトプスのなんでもないいちにち 竹下文子∥文 鈴木まもる∥絵 偕成社 

ねむれなかったらやってみて! 

（ガストンのきぶんをととのえるえほん） 

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 

ハクトウワシ 前川貴行∥写真・文 新日本出版社 

ひのたまのりのまたのひ 

（回文まんが絵本） 

伊藤文人∥回文まんが みらいパブリ

ッシング 

プラスチックのうみ ミシェル・ロード∥作 ジュリア・ブラッ

トマン∥絵 川上拓土∥訳 

小学館 

ぼくらはもりのダンゴムシ 

(はじめてのいきもの) 

まつおかたつひで∥さく ほるぷ出版 

みえた!うみべのいきもののひみつ 

(ひかりではっけん) 

キャロン・ブラウン∥作 アリッサ・ナス

ナー∥絵 小松原宏子∥訳 

くもん出版 

やきもちやいたらやってみて! 

（ガストンのきぶんをととのえるえほん） 

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 

わたしがかわるみらいもかわる 

～SDGsはじめのいっぽ～ 

原琴乃∥作 MAKO オケスタジオ∥絵 

山田基靖∥監修 

汐文社 

 

日本のよみもの（36冊） 

書名 著者名 出版者 

雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向理恵子∥作 吉田尚令∥絵 童心社 

イーブン 村上しいこ∥作 小学館 

SF ショートストーリー傑作セレクション 

超能力篇 

日下三蔵∥編 汐文社 

怪奇漢方桃印 ～いらんかね?退魔封虫散～ 廣嶋玲子∥作 田中相∥絵 講談社 

 

すごい虫ずかんシリーズ 2 作目が登場。今回はくさむら！ 

虫探しにでかけたぼくの目線で、リアルな虫たちのイラストが次々登場！ 

もちろん虫たちの生態についての説明もついています。 
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書名 著者名 出版者 

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!! 原ゆたか∥さく・え ポプラ社 

かくされた意味に気がつけるか?3 分間

ミステリー ～真実を知るのは誰?～ 

緑川聖司∥著 ポプラ社 

かくされた意味に気がつけるか?3 分間

ミステリー ～謎からの挑戦状～ 

黒史郎∥著 ポプラ社 

ギフト、ぼくの場合 今井恭子∥作 小学館 

希望、きこえる? 

～ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日～ 

榮谷明子∥著 汐文社 

キャベたまたんてい 

こふん時代へタイムスリップ 

三田村信行∥作  

宮本えつよし∥絵 

金の星社 

ぐうたらとけちとぷー 加瀬健太郎∥作 横山寛多∥絵 偕成社 

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 

グルメ小学生 恋の羽つきギョーザ 次良丸忍∥作 小笠原智史∥絵 金の星社 

子うしのきんじろう～いのちにありがとう～ 

(おはなしトントン 70) 

今西乃子∥作 ひろみちいと∥絵 岩崎書店 

5 分で読書 ～きのう、失恋した～ 

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイム∥編 KADOKAWA 

5 分で読書 ～キミは絶対に騙される～ 

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイム∥編 KADOKAWA 

サンドイッチクラブ 長江優子∥作 岩波書店 

セイギのミカタ (ものがたりの庭) 佐藤まどか∥作 イシヤマアズサ∥絵 フレーベル館 

青春ノ帝国 石川宏千花∥著 あすなろ書房 

 

大嫌いな君に、サヨナラ(カラフルノベル)  

今月の pickup で紹介 

いかだかつら∥著 PHP 研究所 

つなげ!アヒルのバトン(文研じゅべにーる) 麦野圭∥作 伊野孝行∥絵 文研出版 

氷室のなぞと秘密基地 中谷詩子∥作 よこやまようへい∥絵 国土社 

ぼくらのなぞ虫大研究 (読書の時間 4) 谷本雄治∥作 羽尻利門∥絵 あかね書房 

魔女のうらないグミ (とっておきのどうわ) 草野あきこ∥作 ひがしちから∥絵 PHP 研究所 

まほろばトリップ ～時のむこう、飛鳥～ 倉本由布∥著 アリス館 

山のうらがわの冒険 (読書の時間 3) みおちづる∥作 広瀬弦∥絵 あかね書房 

よい子れんしゅう帳 おかべりか∥作 福音館書店 

妖怪たちと秘密基地 (妖怪一家九十九さん) 富安陽子∥作 山村浩二∥絵 理論社 

 

教師である私は、一本の電話で中学時代に戻っていく。 

最後に明かされる私の新しい道とは？ 
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書名 著者名 出版者 

ラグリマが聞こえる 

ギターよひびけ、ヒロシマの空に 

ささぐちともこ∥著  

くまおり純∥絵 

汐文社 

ラストで君は「まさか!」と言う 消えない噂 

(3 分間ノンストップショートストーリー) 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

ラストで君は「まさか!」と言う 夏の物語 

(3 分間ノンストップショートストーリー) 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

ラストでわかるだれの手紙 

(5 分間ノンストップショートストーリー) 

たからしげる∥編 PHP 研究所 

ラビントットと空の魚 第 4 話 越智典子∥作 にしざかひろみ∥画 福音館書店 

リバース ～逆転、裏切り、予想外の

「もうひとつの物語」～ 

(5 分間ノンストップショートストーリー) 

染谷果子∥共著  

萩原弓佳∥共著 

PHP 研究所 

ルドルフとノラねこブッチー 

～ルドルフとイッパイアッテナ 5～ 

斉藤洋∥作  

杉浦範茂∥絵 

講談社 

ルビねこと星ものがたり(本屋さんのルビねこ) 野中柊∥作 松本圭以子∥絵 理論社 

 

外国のよみもの（11冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

歌がにがてな人魚 [英] ルイス・スロボドキン∥作 小宮由∥訳 瑞雲舎 

オオカミの旅 [英] ロザンヌ・パリー∥作  

モニカ・アルミーニョ∥絵 伊達淳∥訳 

あかね書房 

影を呑んだ少女 [英] フランシス・ハーディング∥著 児玉敦子∥訳 東京創元社 

Scream!絶叫コレクション ～震える叫び～ [英] R.L.スタイン∥監修 三辺律子∥監訳 理論社 

どっちの勝ち? [英] トニ・モリスン∥文 スレイド・モリスン∥文  

パスカル・ルメートル∥絵 

みすず書房 

庭づくりはひみつ! [英] 

(バンダビーカー家は五人きょうだい) 

カリーナ・ヤン・グレーザー∥作・絵  

田中薫子∥訳 

徳間書店 

プチ・ニコラと仲間たち [仏] 

(プチ・ニコラシリーズ 4) 

ルネ・ゴシニ∥文 ジャン=ジャック・サ

ンペ∥絵 小野萬吉∥訳 

世界文化社 

プチ・ニコラの夏休み [仏] 

(プチ・ニコラシリーズ 3) 

ルネ・ゴシニ∥文 ジャン=ジャック・サ

ンペ∥絵 小野萬吉∥訳 

世界文化社 

プチ・ニコラのなやみ [仏] 

(プチ・ニコラシリーズ 5) 

ルネ・ゴシニ∥文 ジャン=ジャック・サ

ンペ∥絵 小野萬吉∥訳 

世界文化社 

フレンドシップウォー [英] 

(講談社文学の扉) 

アンドリュー・クレメンツ∥著  

田中奈津子∥訳 

講談社 

夜フクロウとドッグフィッシュ [英] 

(SUPER!YA) 

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 三辺律子∥訳 

小学館 
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詩（1冊） 

書名 著者名 出版者 

なんじゃらもんじゃら・ともだち 

～西沢杏子詩集～(子ども詩のポケット 55) 

西沢杏子∥著 北村麻衣子∥装挿画 てらいんく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○児童室展示     9月 2 日(水)～9 月 17日(木) 「未定」 

○ひともっこ 特別篇 7～9 月の毎週木曜日に夏のおすすめ本などを掲載し刊行中です。 

           掲載本は、刊行にあわせて児童室に展示しています。 

 

 

                           

  

 


