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🌼今月の pickup 

『あるヘラジカの物語』 星野道夫∥原案 鈴木まもる∥絵と文 あすなろ書房 

裏表紙に掲載されている１枚の写真。 

それは、角をからませたまま骨となった２頭のヘラジカの頭部が写ったもの。 

なぜこんな状態に？ 

「？」が浮かぶこの写真は、アラスカの自然を写真と文章で日本に紹介し続け

た星野道夫さんが遺されたもの。 

その写真をふくらませ、アラスカの過酷な自然を生き抜く生き物たちの物語を

つづり、「？」に答える絵本を作ったのは、親交のあった鈴木まもるさん。 

現在・数時間後・数日後・数か月後・・・、アラスカでの定点観測で撮影された

記録写真のように感じさせるのは、伊豆の山中に暮らし、鳥の巣の研究を続ける著者ならでは。 

ラストも元写真に敬意をはらいつつ、鳥への愛情あふれる著者らしいものとなっている。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2020年 10月受け入れ分：137冊） 

日本の絵本（51冊） 

書名 著者名 出版者 

あ たにかわしゅんたろう∥ぶん ひろせげん∥え アリス館 

あおびょうたん あおきひろえ∥作 理論社 

アネモネ戦争 上村亮太∥作 BL 出版 

あばれネコ キューライス∥さく・え KADOKAWA 

い～れ～て! 中川ひろたか∥作 市居みか∥絵 金の星社 

イカはイカってる 大塚健太∥さく くさかみなこ∥え マイクロマガジン社 

イタイイタイトンデケ accototo∥作 マイクロマガジン社 

おつきさまこんばんは ～英語版～ 

(英語でたのしむ福音館の絵本) 

林明子∥作  

ロバート キャンベル∥英訳 

福音館書店 

おとうふ 2ちょう(ポプラ社の絵本 74) くろだかおる∥さく たけがみたえ∥え ポプラ社 

おふろ、はいる? (らいおん books) 飯野和好∥作 あかね書房 

かしたつもり×もらったつもり かさいまり∥さく 北村裕花∥え くもん出版 

カレーのおうさま 山本祐司∥さく ほるぷ出版 

きょうぼくはなまえをもらった 

(きょうりゅうのサン) 

かさいまり∥文 星野イクミ∥絵 アリス館 
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書名 著者名 出版者 

ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわゆみこ∥さく 教育画劇 

きんぎょがにげた ～英語版～ 

(英語でたのしむ福音館の絵本) 

五味太郎∥作  

ロバート キャンベル∥英訳 

福音館書店 

けんちゃんのもみの木 美谷島邦子∥文 いせひでこ∥絵 BL 出版 

 

ことばたんていかくされたおたから 平田昌広∥作 平田景∥絵 新日本出版社 

コんガらガっちなにになってすすむ?の本 ユーフラテス∥さく うえ田みお∥絵 佐藤雅彦∥監修 小学館 

サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田よしたか∥著 佼成出版社 

 

スマイルショップ きたむらさとし∥作 岩波書店 

ゾウとともだちになったきっちゃん 入江尚子∥文 あべ弘士∥絵 福音館書店 

だいぶつさまおまつりですよ 苅田澄子∥ぶん 中川学∥え アリス館 

だっこでんしゃ 

(交通新聞社こどものほん のりもの 0・1・2 えほん) 

さこももみ∥さく 交通新聞社 

たまごのあかちゃん～英語版～ 

(英語でたのしむ福音館の絵本) 

かんざわとしこ∥文 やぎゅうげんいちろう∥絵  

ロバート キャンベル∥英訳 

福音館書店 

だれだれ?ハロウィン(コドモエのえほん) えがしらみちこ∥著 白泉社 

だれかなぁ? (たんぽぽえほんシリーズ) みやにしたつや∥作絵 鈴木出版 

つちんこつっちゃん 石黒亜矢子∥[作] 好学社 

どきどきオムライス(チューリップえほんシリーズ) 苅田澄子∥作 ドーリー∥絵 鈴木出版 

どすこいすしずもう～おおとろやまのひみつ～ 

(講談社の創作絵本) 

アンマサコ∥作 講談社 

どすこいすしずもう～たまごのさとのひみつ～ 

(講談社の創作絵本) 

アンマサコ∥作 講談社 

どすこーい 山岡ひかる∥作 アリス館 

とりあえずまちましょう 五味太郎∥作 絵本館 

にんじゃいぬタロー (講談社の創作絵本) 渡辺陽子∥作 講談社 

ネコノテパンヤ 高木さんご∥作 黒井健∥絵 ひさかたチャイルド 

 

タイトルまんま！！ 

おにぎりの「ぐ」になれなかったたべものたちがパンやへしのびこむ・・・ 

全編、おおさかことば！！声に出して読むと楽しさ倍増！！ 

なお、同じ作者で、『おにぎりにはいりたいやつよっといで』という絵本も・・・ 

 

「お父さんとお母さんが きみをさがした日々 そして、それからの 35 年」 

1985 年 8 月 12 日におこった日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故。 

事故後、現地に植えた小さなもみの木に会いに、くる年もくる年も山にのぼりつづ

けたお母さんと亡くなった 9 歳のけんちゃんのおはなし。 
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書名 著者名 出版者 

ねこのニャンルー どいかや∥[作] 偕成社 

ねこはすっぽり 石津ちひろ∥文 松田奈那子∥絵 こぐま社 

ねこはるすばん 町田尚子∥作 ほるぷ出版 

ねられんねられんかぼちゃのこ(幼児絵本シリーズ) やぎゅうげんいちろう∥さく 福音館書店 

はんぶんこ 多田ヒロシ∥作 こぐま社 

ひっひっひくしょーん たあ先生∥作 KADOKAWA 

ふたりはいつもはらぺこ 

～のらねこバルとあひるのアヒージョ～ 

うえのよし∥作  

田中チズコ∥絵 

教育画劇 

ボール、みいつけた! 宮野聡子∥著 ハッピーオウル社 

ぼくんちのおふろやさん(ぽかぽかおふろ) とよたかずひこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 

ほげちゃんとおともだち やぎたみこ∥作 偕成社 

マーシカちゃん 北見葉胡∥作 アリス館 

マッチやのしょうじょ(ウトピアおうこくのおはなし) くすのきしげのり∥作 澤野秋文∥絵 フレーベル館 

ママ、どっちがすき? 織田りねん∥作 中田いくみ∥絵 パイインターナショナル 

まんぷくよこちょう なかざわくみこ∥作 文溪堂 

 

もりのおふとん (幼児絵本シリーズ) 西村敏雄∥さく 福音館書店 

ゆめぎんこう (MOEのえほん) コンドウアキ∥著 白泉社 

ようかいむらのざくざくいもほり たかいよしかず∥作・絵 国土社 

 

外国の絵本（28冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

アルフィー～ゆくえふめいになったカメ～[英] ティラ・ヒーダー∥作 石津ちひろ∥訳 絵本塾出版 

アルマの名前がながいわけ [スペイン] フアナ・マルティネス-ニール∥作  

宇野和美∥訳 

ゴブリン書房 

 

 

 

 おじいちゃんとふたりで、まんぷくよこちょうに かいものにきた たあちゃん。 

今日は月に一度の ふくのいち の日。やきとり・いもがら・カレー・ラーメン、に

くまんにさかな・だがし なんでもおいしそう。 

 ふと見つけた、よこちょうのまもりがみ「たぬき」に たあちゃんがおだんごを 

そなえると・・・、こっちでも ふくのいち！ 

 

 アルマの名前を全部書くと アルマ・ソフィア・エスペランサ・ホセ・プーラ・

カンデラ。アルマは、「ソフィア」「エスペランサ」「ホセ」など、それぞれの物語

をお父さんから聞くことに。そして最後は「アルマ」について・・・。 

 ペルー出身の著者も、子どものころは、絵本のように長い名前で呼ばれていた

とのこと。当たり前ではあるが、日本と似ているようで似ていない名前の付け方

が興味深く感じられる。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

インクレディブルホテル [英] ケイト・デイヴィス∥文 イザベル・フォラス∥絵  

山田詩子∥訳 

BL 出版 

ウィルとふゆのおきゃくさん [英] リンダ・アシュマン∥文 チャック・グルニンク∥絵  

ふしみみさを∥訳 

光村教育図書 

おとなのなかのこども～おとなになるってどん

なことなのかをしりたいこどものみなさんへ～ [英] 

ヘンリー・ブラックショー∥さく  

いのうえまい∥やく 

化学同人 

きょうりゅうたちもほんがよめるよ 

(世界の絵本コレクション) [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 

こまったこまったサンタクロース 

～新版～ [英] 

マシュー・プライス∥ぶん エロール・ル・カイン∥え 

いわくらちはる∥やく 

ほるぷ出版 

ごめんなさい!だいじょうぶ! [英] ルイス・スロボドキン∥さく こみやゆう∥やく 出版ワークス 

サディがいるよ 

(世界傑作絵本シリーズ カナダの絵本) [英] 

サラ・オレアリー∥文 ジュリー・モースタッド∥絵  

横山和江∥訳 

福音館書店 

しあわせなときの地図 [スペイン] フラン・ヌニョ∥文 ズザンナ・セレイ∥絵  

宇野和美∥訳 

ほるぷ出版 

 

シャルロットのおしゃぶり [仏] ファニー・ジョリー∥文 フレッド・ベナグリア∥絵  

徳山素子∥訳 

光村教育図書 

しょうぼうしのくまさん 

(世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本) [英] 

フィービ・ウォージントン∥さく・え  

オリバー・ウィリアムス∥さく・え こみやゆう∥やく 

福音館書店 

スナックだいさくせん! [英] テリー・ボーダー∥作 川野太郎∥訳 岩崎書店 

セント・キルダの子 [英] ベス・ウォーターズ∥文・絵 原田勝∥訳 岩波書店 

トゥクパをたべよう～インドのごちそうス

ープ～ (imagination unlimited) [英] 

プラバ・ラム∥ぶん シーラ・プルイット∥ぶん  

シルパ・ラナデ∥え あまがいひろみ∥やく 

イマジネイシ

ョン・プラス 

どうして? [英] アダム・レックス∥ぶん クレア・キーン∥え  

やまもとみき∥やく 

化学同人 

どれもみーんなアントニオ! [イタリア] スザンナ・マッティアンジェリ∥文  

マリアキアラ・ディ・ジョルジョ∥絵 ふくやまよしこ∥訳 

山烋 

ねむねむさんがやってくる～眠りが訪れる話～ [朝鮮] ユヒジン∥さくえ 中井はるの∥やく 世界文化社 

 

 「ソエは うまれてからずっと この町でくらしてきました。 けれども、戦争

のせいで、家族と 外国に逃げなければならなくなりました。 

町をはなれる前のばん、ソエは つくえのうえに 町の地図をひろげました。 

10 年のあいだに、たのしいことがあった場所に しるしをつけてみようとお

もいついたのです。」 

 今の日本に住む自分たちと何一つ変わらない日常が、「戦争」たた一つの理由

より大きく変わる。セピア色の水彩風の絵で記された今日までの楽しい思い出。   

「懐かしい思い出」とせざるを得ない主人公の哀しみが伝わってくる。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

はたらくくるまたちのかいたいこうじ 

[英] 

シェリー・ダスキー・リンカー∥文 AG・フォード∥絵  

福本友美子∥訳 

ひさかたチャイルド 

パパとすぅすぅ 

(うさぎちゃんのねるまええほん) [英] 

ケイト・メイズ∥原作 サラ・アクトン∥絵  

古藤ゆず∥翻案 

学研プラス 

ハロウィンのかぼちゃをかざろう [英] パトリシア・トート∥文 ジャーヴィス∥絵  

なかがわちひろ∥訳 

BL 出版 

ひよこちゃんおやすみのちゅっ [オランダ] マック∥文・絵 おおはまちひろ∥訳 パイインターナショナル 

ぼくのカメはどこ? [英] バーバラ・ボットナー∥文  

ブルーク・ボイントン・ヒューズ∥絵 川野太郎∥訳 

岩崎書店 

ほしいなあ、きょうりゅう [英] G・ドーネイ∥ぶん A・バロー∥え 青山南∥やく マイナビ出版 

ほしいなあ、ナマケモノ [英] G・ドーネイ∥ぶん A・バロー∥え 青山南∥やく マイナビ出版 

ボートやのくまさん 

(世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本) [英] 

フィービ・ウォージントン∥さく・え  

こみやゆう∥やく 

福音館書店 

ママとすぅすぅ  

(うさぎちゃんのねるまええほん) [英] 

ケイト・メイズ∥原作 サラ・アクトン∥絵  

古藤ゆず∥翻案 

学研プラス 

わにのなみだはうそなきなみだ [仏] アンドレ・フランソワ∥作 ふしみみさを∥訳 ロクリン社 

 

ちしきの絵本（18冊） 

書名 著者名 出版者 

赤ちゃんはどうやってうまれるの?  

～みんなだいじないのち～ 

フランソワーズ・ローラン∥作  

セバスチャン・シェブレ∥作 宋美玄∥日本語版監修 

汐文社 

あくびしてるのだーれ? 

(どうぶつえほんだーれ?どーする? 2) 

穂髙順也∥作  

クレーン謙∥絵 

岩崎書店 

あべ弘士のシートン動物記 1：オオカミ王ロボ E・T・シートン∥原作 あべ弘士∥文・絵 学研プラス 

雨の日の地下トンネル 鎌田歩∥作 アリス館 

あるヘラジカの物語 

今月の pickup で紹介 

星野道夫∥原案 鈴木まもる∥絵と文 あすなろ書房 

おしごとつかうのだあれ?(こどものほん) and EIGHT∥さく 交通新聞社 

がろあむし 舘野鴻∥作絵 偕成社 

きせつのぎょうじきょうはなんのひ? 

(こどものほん) 

and EIGHT∥さく 交通新聞社 

コロナウイルスのころなっちとぼく 近藤えり∥作・絵 宮澤正顯∥監修 チャイルド社 

サンドイッチサンドイッチ ～英語版～ 

(英語でたのしむ福音館の絵本) 

小西英子∥作  

ロバート キャンベル∥英訳 

福音館書店 

世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤彰浩∥写真 伊藤かおり∥文 少年写真新聞社 

どうぶつのおかあさん ～英語版～ 

(英語でたのしむ福音館の絵本) 

小森厚∥文 藪内正幸∥絵  

ロバート キャンベル∥英訳 

福音館書店 
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書名 著者名 出版者 

どちらがおおい?かぞえるえほん  

～さわるえ&てんじつき～(てんじつきさわるえほん) 

村山純子∥著 小学館 

日本どっちからよんでも～さんぽっにっぽんさ～ 本村亜美∥文 高畠純∥絵 絵本館 

ほくほくおいもまつり 

(はじめての行事えほん 収穫祭) 

すとうあさえ∥ぶん  

なかたひろえ∥え 

ほるぷ出版 

まどのむこうのくだものなあに?(こどものとも絵本) 荒井真紀∥さく 福音館書店 

ミツバチたち カーステン・ホール∥文 イザベル・アルスノー∥絵  

青山南∥訳 

化学同人 

ムカムカ!“いかり”はあばれんぼう 

(こころってふしぎ!) 

ささきみお∥え  

まつまるみき∥かんしゅう 

少年写真新聞

社 

 

日本のよみもの（25冊） 

書名 著者名 出版者 

宇宙人がいた やまだともこ∥作 いとうみき∥絵 金の星社 

おとうさんのかお(こころのつばさシリーズ) 岩瀬成子∥作 いざわ直子∥絵 佼成出版社 

おねえちゃんって、きょうもやきもき! 

(おはなしトントン) 

いとうみく∥作 つじむらあゆこ∥絵 岩崎書店 

おばけのうんどうかい 

(ポプラ社の新・小さな童話 324 おばけマンション 47) 

むらいかよ∥著 ポプラ社 

かけはし～慈しみの人・浅川巧～ 中川なをみ∥作 新日本出版社 

神様のパッチワーク (ポプラ物語館 81) 山本悦子∥作 佐藤真紀子∥絵 ポプラ社 

キニ子の日記 上 間部香代∥作 クリハラタカシ∥絵 WAVE 出版 

ココロ屋つむぎのなやみ(文研ブックランド 梨屋アリエ∥作 菅野由貴子∥絵 文研出版 

ゴッディくん 古川タク∥作 理論社 

5 分で読書～思いもよらない奇妙な体験～ 

(カドカワ読書タイム) 

烏目浩輔∥著 KADOKAWA 

5 分後に恋の魔法が解けるまで 

～一番星見つけた～(5 分後の隣のシリーズ) 

眞波蒼∥著 学研プラス 

5 分後に恋の魔法が解けるまで 

～二度目の初恋～(5 分後の隣のシリーズ) 

眞波蒼∥著 学研プラス 

サード・プレイス (文学の森) ささきあり∥作 酒井以∥絵 フレーベル館 

白き花の姫王(おおきみ) 

～ヴァジュラの剣～ 

みなと菫∥著 講談社 

世界とキレル 佐藤まどか∥著 あすなろ書房 

セラピードッグのハナとわたし 

(文研ブックランド) 

堀直子∥作  

佐竹美保∥絵 

文研出版 

そして、物語は決着する(物語は 4 つの顔をもつ) 日本児童文学者協会∥編 熊谷杯人∥絵 偕成社 
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書名 著者名 出版者 

トソックオマトソート! 

(ゆかいなことばつたえあいましょうがっこう) 

宮下すずか∥作  

市居みか∥絵 

くもん出版 

とどけ、サルハシ! 葦原かも∥作 石川えりこ∥絵 小峰書店 

猫町ふしぎ事件簿～猫神さまはお怒りです～ 廣嶋玲子∥作 森野きこり∥絵 童心社 

拝啓パンクスノットデッドさま(くもんの児童文学) 石川宏千花∥作 西川真以子∥装画・挿絵 くもん出版 

フルーツふれんずブドウくん 村上しいこ∥作 角裕美∥絵 あかね書房 

ぼくのまつり縫い～手芸男子とカワイイ後輩～

(偕成社ノベルフリーク) 

神戸遥真∥作  

井田千秋∥絵 

偕成社 

まっしょうめん! 胴を打つ勇気(偕成社ノベルフリーク) あさだりん∥作 新井陽次郎∥絵 偕成社 

4 年 1 組のオバケ探偵団 

(ホオズキくんのオバケ事件簿 3) 

富安陽子∥作  

小松良佳∥絵 

ポプラ社 

 

外国のよみもの（13冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

イルカと少年の歌 ～海を守りたい～ [英] エリザベス・レアード∥作 石谷尚子∥訳 評論社 

色どろぼうをさがして 

(ポプラせかいの文学 7) [英] 

エヴァ・ジョゼフコヴィッチ∥作 大作道子∥訳  

Murgraph∥装画・挿絵 

ポプラ社 

宇宙の神秘～時を超える宇宙船～ 

(ホーキング博士のスペース・アドベンチャー 2-3) [英] 

ルーシー・ホーキング∥作  

さくまゆみこ∥訳 佐藤勝彦∥監修 

岩崎書店 

おじいちゃんとの最後の旅  

[スウェーデン] 

ウルフ・スタルク∥作 キティ・クローザー∥絵  

菱木晃子∥訳 

徳間書店 

かしこいうさぎのローズバッド 

(こころのほんばこシリーズ) [英] 

ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥ぶん・え 

小宮由∥やく 

大日本図書 

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

中国うさぎドイツの草 [中国] 周鋭∥作 周双寧∥作 寺前君子∥訳 てらいんく 

はみがき探偵 

～シャカシャカ!宇宙ロボットのなぞ～ [朝鮮] 

キムフィナム∥文 パクウヒ∥絵  

ささきあり∥訳 

西東社 

はりねずみともぐらのふうせんりょこう

～アリソン・アトリーのおはなし集～ 

(世界傑作童話シリーズ) [英] 

アリソン・アトリー∥作  

上條由美子∥訳  

東郷なりさ∥絵 

福音館書店 

ピラミッドの暗号(ウィリアム・ウェントン 3) [英] ボビー・ピアーズ∥著 堀川志野舞∥訳 静山社 

ブラックホールの飼い方 [英] ミシェル・クエヴァス∥作 杉田七重∥訳 小学館 

ムーミン谷のおはなし 

(クラシック・ムーミン童話) [スウェーデン] 

トーベ・ヤンソン∥原作 アレックス・ハリディ∥文  

セシリア・ダヴィッドソン∥文  

セシリア・ヘイッキラ∥絵 オスターグレン晴子∥訳 

徳間書店 

ロイヤルシアターの幽霊たち [英] ジェラルディン・マコックラン∥著  

金原瑞人∥訳 吉原菜穂∥訳 

小学館 
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推理・SF（２冊） 

書名 著者名 出版者 

SF ショートストーリー傑作セレクション 

破滅篇：白い大陸が燃えるとき/ひとつの装置  

日下三蔵∥編 汐文社 

名探偵ポアロ ナイルに死す 

(ハヤカワ・ジュニア・ミステリ) 

アガサ・クリスティー∥著  

佐藤耕士∥訳 

早川書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○児童室展示     10 月 30日(金)～11 月 19 日(木) 「そらをみあげて」 

  

 


