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🌼今月の pickup  

『ヤーガの走る家』 ソフィー・アンダーソン∥作 長友恵子∥訳 小学館 

この世とあの世のさかいの『門』の番人をヤーガと呼ぶ。ヤーガたちはそれ 

ぞれ足が生えた家に住んでいて、年に何度か移動する。そして、死者を家に迎 

え入れ、死者の一生をねぎらい、屋内にある『門』からあの世へと導く。 

主人公の少女、マリンカは、ヤーガのバーバと一緒に暮らして、ヤーガの見 

習いをしているが、本当は町に行ったり友だちを作ったり、もっと自由な世界 

に出ることを夢見ている。しかし、マリンカは自ら犯した過ちから、自身の秘 

密を知り、敬愛するバーバと離れ離れになり、あこがれていた世界に幻滅する 

ことになる。 

 最初は、自分勝手で腹立たしく思えるマリンカの頑迷さが、読み進むにつれ、 

幸せを求める強い意志へと印象を変える、主人公の成長を感じられる物語である。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021年 3月受け入れ分：58冊） 

日本の絵本（16冊） 

書名 著者名 出版者 

いないいないばあ てんじつきさわるえほん 松谷みよ子∥ぶん 瀬川康男∥え 童心社 

うみがめのおじいさん いとうひろし∥作 講談社 

うろおぼえ一家のおかいもの 出口かずみ∥作 理論社 

おおきなキャンドル馬車にのせ たむらしげる∥著 偕成社 

おにぎり! 石津ちひろ∥文 村上康成∥絵 小峰書店 

おねぼうさんはだあれ? 片山令子∥文 あずみ虫∥絵 学研プラス 

かきやまぶし もとしたいづみ∥文 田中六大∥絵 講談社 

でんしゃくるかな? きくちちき∥[作] 福音館書店 

ぱくぱくはんぶん 渡辺鉄太∥ぶん 南伸坊∥え 福音館書店 

はらすきー あきやまただし∥作・絵 講談社 

バラバラピタッ! コンノユキミ∥作 講談社 

パンダどうぶつえん おおのこうへい∥さく・え PHP 研究所 

ひばりに 内田麟太郎∥詩 うえだまこと∥絵 アリス館 

まだまだまだまだ 五味太郎∥[作] 偕成社 

もふもふちゃん ひらぎみつえ∥作 岩崎書店 

リアスのうみべさんてつがゆく 宇部京子∥作 さいとうゆきこ∥絵 岩崎書店 
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外国の絵本（12冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

いわじいさんはうんとながいき[英] デブ・ピルッティ∥さく 

やまもとまなみ∥やく 

潮出版社 

エイドリアンはぜったいウソをついてい

る[英] 

マーシー・キャンベル∥文 コリー

ナ・ルーケン∥絵 服部雄一郎∥訳 

岩波書店 

クマとこぐまのコンサート[英] デイビッド・リッチフィールド∥作 

俵万智∥訳 

ポプラ社 

こぐまとブランケット 愛されたおもち

ゃのものがたり[英] 

L・J・R・ケリー∥文 たなかよう

こ∥絵 内田也哉子∥訳 

早川書房 

そばにいるよ[英] スムリティ・ホールズ∥文 

スティーブ・スモール∥絵 

青山南∥訳 

化学同人 

地球のことをおしえてあげる[英] ソフィー・ブラッコール∥作・絵 

横山和江∥訳 

鈴木出版 

ひびけわたしのうたごえ[英] カロライン・ウッドワード∥文 

ジュリー・モースタッド∥絵 

むらおかみえ∥訳 

福音館書店 

111 本の木[英] リナ・シン∥文 マリアンヌ・フェ

ラー∥絵 こだまともこ∥訳 

光村教育図書 

ホオナニ、フラおどります[英] ヘザー・ゲイル∥文 ミカ・ソング

∥絵 クウレイナニ橋本∥訳 

さ・え・ら書房 

まっくらぬまのおうさま[英] キャサリン・エメット∥さく 

ベン・マントル∥え 

ふじしまけいこ∥やく 

潮出版社 

水がすきじゃなかったアヒル[英] スティーブ・スモール∥絵と文 

青山南∥訳 

化学同人 

わたしはあなたをしんじてる[英] リサ・パップ∥作 菊田まりこ∥訳 WAVE 出版 

 

ちしきの絵本（13冊） 

書名 著者名 出版者 

いぬのせんせい ジェーン・グドール∥作 ジュリー・リ

ッティ∥絵 ふしみみさを∥訳 

グランまま社 

うまれたよ!ヒラメ 櫻井季己∥写真・文 岩崎書店 

うまれたよ!ヘビ 関慎太郎∥写真・文 岩崎書店 

おべんとうばこのうた 高木あきこ∥作 かとーゆーこ∥絵 世界文化ワンダークリエイト 

カマラ・ハリス ちいさな女の子の願い ニッキ・グリムズ∥作 ローラ・フ

リーマン∥絵 水島ぱぎい∥訳 

玄光社 
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書名 著者名 出版者 

きみのげんきをマモルンジャー! よしむらあきこ∥作・絵・デザイン 教育画劇 

しぜんのおくりもの イザベル・シムレール∥文・絵 

石津ちひろ∥訳 

岩波書店 

しりとり 安野光雅∥さくえ 福音館書店 

たのしいこんちゅうずかん 英語&虫の

音がきける! 

海野和男∥監修・写真 ナツメ社 

はからはじまるカルシウムのはなし 伊沢尚子∥作 ダイスケ・ホンゴリアン∥絵 福音館書店 

フクシマ 2011 年 3月 11 日から変

わったくらし 

内堀タケシ∥写真・文 国土社 

ヘビと船長 フランス・バスクのむかしばなし ふしみみさを∥文 ポール・コックス∥絵 BL 出版 

めぐりめぐる ジーニー・ベイカー∥作 わだすなお∥訳 ポリフォニープレス 

 

日本のよみもの（11冊） 

書名 著者名 出版者 

あしたの幸福 いとうみく∥著 理論社 

1 ねん 1 くみの女王さま いとうみく∥作 学研プラス 

キューティー・キューピー・キューピッド 小松原宏子∥作 静山社 

さくら村は大さわぎ 朽木祥∥作 小学館 

たまごのはなし しおたにまみこ∥作 ブロンズ新社 

ちびっと!マーメイド 名木田恵子∥作 ポプラ社 

ドラドラと伝説の竜 片平直樹∥作 文研出版 

モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉幸子∥作 小峰書店 

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈ヒロ子∥著 あすなろ書房 

わたしたちの物語のつづき 濱野京子∥作 あかね書房 

わたしの気になるあの子 朝比奈蓉子∥作 ポプラ社 

 

外国のよみもの（3冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

見知らぬ友[スペイン] マルセロ・ビルマヘール∥著 

宇野和美∥訳 オーガフミヒロ∥絵 

福音館書店 

ヤーガの走る家[英] 

今月の pickup で紹介 

ソフィー・アンダーソン∥作 

長友恵子∥訳 

小学館 

わたしが鳥になる日[英] サンディ・スターク-マギニス∥作 

千葉茂樹∥訳 

小学館 
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SF・推理（2冊） 

書名 著者名 出版者 

三毛猫ホームズの殺人協奏曲 赤川次郎∥著 汐文社 

猫町ふしぎ事件簿 猫神さまは月夜におどります 廣嶋玲子∥作 童心社 

短歌（1冊） 

書名 著者名 出版者 

万葉の旅うた 上野誠∥監修 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 

       ○児童室展示 3 月 26 日(金)～4 月 15 日(木)  「生物多様性の本箱」 

○児童室展示 4 月 16 日(金)～5 月 20 日(木)  「ほんがいっぱい たのしさいっぱい」展 

 

 

 


