子どもの本新刊情報
2021 年 7 月 485 号
滋賀県立図書館

児童室

🌼今月の pickup
『ウッソース やきそば』

ささき みお作・絵 ひさかたチャイルド

主人公は、焼きそば店 店長 その名も「ウッソースやきそば」
。
ある日、表の看板にある おすすめメニュー「ウッソースやきそば」を注文した
お客さん。店長の腕自慢・材料自慢を聞かされ、食欲は MAX！
ただ、この「偽」店長、実は「うそ」が大好き。
自慢話は「うそ」
「ほんと」どっち？
お客さんは、おいしい「ソースやきそば」を食べることができる？
ストーリーを追うだけでも楽しいが、冒頭の「おすすめメニュー」など、絵を
じっくり見ると新たな発見がある、二度三度おいしい絵本。

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021 年６月受け入れ分：250 冊）
日本の絵本（109 冊）
書名

著者名

出版者

あかちゃんですよはいどうぞ

うしろよしあき∥文 鈴木智子∥絵

アリス館

空き家（ゾッとする怪談えほん）

有田奈央∥文 森洋子∥絵

新日本出版社

あきらがあけてあげるから

ヨシタケシンスケ∥作・絵

PHP 研究所

天の岩戸アマテラス（日本の神話）

飯野和好∥文・絵

パイインターナショナル

あめちゃん

たけがみたえ∥[作]

好学社

ありがとう（講談社の創作絵本）

谷川俊太郎∥詩 えがしらみちこ∥絵

講談社

アンパンマンとまほうのロープ

やなせたかし∥作・絵

フレーベル館

いえのなかには

長田真作∥著

東急エージェンシー

いちにち

ひろたあきら∥さく

KADOKAWA

いつかあなたをわすれても

桜木紫乃∥文 オザワミカ∥絵

集英社

いってきますね

長田真作∥著

東急エージェンシー

（アンパンマンのおはなしたんけん 1）

いないいないベー～赤ちゃんが泣きやむえ あきやまかぜさぶろう∥作

講談社

ほん～（げんきのえほん）

アキヤマヒカル∥作

いろいろパンダ

かくまさみ∥作

出版ワークス

うーんうんうんちちゃん（まっててねおともだちシリーズ 1）

渡辺朋∥文 村上康成∥絵

文響社

うさぎのパンやさんのいちにち

かこさとし∥著

復刊ドットコム

うそ

谷川俊太郎∥詩 中山信一∥絵

主婦の友社

1

書名

著者名

出版者

ウッソースやきそば 今月のｐickup

ささきみお∥作・絵

ひさかたチャイルド

海のアトリエ

堀川理万子∥著

偕成社

えんそくねこねこ

長野ヒデ子∥作・絵

ひさかたチャイルド

おいでおいで・・・～こわい絵本～

中村まさみ∥作 松本ジョゴ∥絵

金の星社

おきがえできるかな?（講談社の幼児えほん）

コンノユキミ∥作

講談社

オサム

谷川俊太郎∥文 あべ弘士∥絵

童話屋

おせんべいわれた

岡田よしたか∥著

出版ワークス

おてがみ

たちもとみちこ∥さく・え

教育画劇

おとうさんはぜったいにしなない

あさおよう∥作・絵

フレーベル館

おばけのやだもん まほうのカレーライス

ひらのゆきこ∥さく・え

教育画劇

おふくさんのてるてるぼうず

服部美法∥ぶん・え

大日本図書

おまけのじかんだね（えほんのもり）

松田もとこ∥文 菅野由貴子∥絵

文研出版

おめん（怪談えほん 14）

夢枕獏∥作 辻川奈美∥絵

岩崎書店

おやつトランポリン（コドモエのえほん）

大塚健太∥文 小池壮太∥絵

白泉社

かいぞくタコせんちょう

二宮由紀子∥文 市原淳∥絵

KADOKAWA

かえるのごほうび～絵巻「鳥獣人物戯画」よ 木島始∥さく
り～（日本傑作絵本シリーズ）

梶山俊夫∥レイアウト

かぜのうた

フィリップ・ジョルダーノ∥え さわべまちこ∥ぶん

福音館書店

ポリフォニープレス

かなしみのぼうけん（ポプラ社の絵本 75） 近藤薫美子∥作・絵

ポプラ社

かんじるえ

大谷陽一郎∥さく

福音館書店

きたきつねとはるのいのち（いきるよろこびシリーズ）

手島圭三郎∥絵・文

絵本塾出版

きつねの窓（大人になっても忘れたくない 安房直子∥作
いもとようこ名作絵本）

金の星社

いもとようこ∥絵

きつね山の赤い花（大人になっても忘れた 安房直子∥作

金の星社

くないいもとようこ名作絵本）

いもとようこ∥絵

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス

黒川みつひろ∥作・絵

小峰書店

きんのおのとぎんのおのとたくさんのおの

きしらまゆこ∥作・絵

教育画劇

グーチョキパーのうた（エルくらぶ）

趙博∥文 長谷川義史∥絵

解放出版社

ぐん太

夢枕獏∥文 飯野和好∥絵

小学館

こうさぎぽーん

麦田あつこ∥文 森山標子∥絵

ブロンズ新社

ことりはこえだのてっぺんに（おやこでよもう!金子みすゞ）

松本春野∥絵 中村勘九郎∥ナビゲーター

JULA 出版局

こねこのきょうだいかぞえうた～おふろ～

石津ちひろ∥ぶん 石黒亜矢子∥え

BL 出版

ゴムブタボート

中川ひろたか∥さく 日隈みさき∥え

岩崎書店

さるじぞう

大黒みほ∥再話 斎藤隆夫∥絵

あすなろ書房

しげちゃんのはつこい

室井滋∥作 長谷川義史∥絵

金の星社

10 かいだてのまほうつかいのおしろ（わたしのえほん）

のはなはるか∥作・絵

PHP 研究所

～きょだいよくりゅうとたたかうまき～
（恐竜だいぼうけん）

2

書名

著者名

出版者

10 ぴきのおばけとおおきなふね

にしかわおさむ∥作・絵

ひかりのくに

しんゆうだけどだいきらい（こんな子きらいかな? 6）

石山さやか∥作・絵

岩崎書店

すーは～

umeco∥さく・え 中野康伸∥監修

学研プラス

すやすやすーすーおやすみさん

フフフーン∥さく

偕成社

たいくつなにちようび

MICAO∥さく・え

理論社

たべたのだーれだ?（0.1.2.えほん）

たむらしげる∥さく

福音館書店

たんぽぽたんぽぽ

みなみじゅんこ∥作

アリス館

たんぽぽライオンのゆめ

たなかようこ∥作

化学同人

チーターじまんのてんてんは

みやけゆま∥作

BL 出版

チマのはじめてのぼうけん

藤嶋えみこ∥作

アリス館

ちゃーぷちゃぷあひるちゃん

渡辺朋∥文 村上康成∥絵

文響社

香川照之∥作 ロマン・トマ∥絵

講談社

（まっててねおともだちシリーズ 2）
チョウのエデン、えがおのまほうつかい
（講談社の創作絵本 INSECT LAND）
でんしゃでどうぶつえん（交通新聞社こど 丸山誠司∥作

交通新聞社

ものほん 0・1・2 のりものえほん）
でんしゃとしょかん（えほんのもり）

深山さくら∥文 はせがわかこ∥絵

文研出版

どすこいすしずもう～くるまえびぞうのひみつ～

アンマサコ∥作

講談社

（講談社の創作絵本）
ともだちいっしゅうかん（おれたち、ともだち!） 内田麟太郎∥作 降矢なな∥絵

偕成社

どろんこおばけになりたいな

童心社

内田麟太郎∥作 石井聖岳∥絵

どんどんキップ（たんぽぽえほんシリーズ） ミノオカリョウスケ∥作・絵

鈴木出版

どんどんどんどんまいご

相良敦子∥文 北澤平祐∥絵

ブロンズ新社

なぁなぁ、あそぼ～!

さいとうしのぶ∥作

岩崎書店

ナイアル

藤井カゼッタ∥作・絵 シズカ∥作・絵

フレーベル館

なんでもない

鈴木のりたけ∥作・絵

アリス館

にんきものいちねんせい

つちだのぶこ∥え

小学館

にんにん!さすけまる（コドモエのえほん） ねこまき∥え たきのみわこ∥ぶん

白泉社

ねこざかな

わたなべゆういち∥作・絵

フレーベル館

ねずみくんのピッピッピクニック

なかえよしを∥作 上野紀子∥絵

ポプラ社

ねたふりゆうちゃん（MOE のえほん）

阿部結∥著

白泉社

ねむねむこうさぎ

麦田あつこ∥文 森山標子∥絵

ブロンズ新社

ねむろんろん

こしだミカ∥え 村中李衣∥ぶん

新日本出版社

ばいばいいってきまーす

みやにしたつや∥著

アリス館

（ねずみくんの絵本 37）

はしごしゃののびるくん（えほんのぼうけん） 正高もとこ∥作 鎌田歩∥絵

岩崎書店

はたらくタオル

主婦の友社

にしざわゆかり∥さく
3

書名

著者名

出版者

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ

ふくざわゆみこ∥作

世界文化ワンダークリエイト

はるくんとるいちゃんはじめてのパンケーキ

たてのきょうこ∥さく

婦人之友社

（婦人之友社の生活絵本 2）

まつもとはるの∥え

バルバルさんきょうはこどもデー（こどものとも絵本）

乾栄里子∥文 西村敏雄∥絵

福音館書店

パンダぱん

かけひさとこ∥さく・え

教育画劇

ひえひえひんやりツアー

楠章子∥作 あおきひろえ∥絵

あかね書房

ひそひそこしょこしょ～ささやきごえでよむえほん～

うちむらたかし∥作

クレヨンハウス

ぷあぷあ

うしろよしあき∥文 かまたみつよ∥絵

KADOKAWA

ふうせんとはりねずみ

新井洋行∥著

佼成出版社

フートンのおふとん

北村裕花∥作

BL 出版

へんしんどうぶつえん（新しいえほん）

あきやまただし∥作・絵

金の星社

ぽぉぽぉぽぉってどんないみ?（こんな子きらいかな? 5）

しんよんひ∥作・絵

岩崎書店

ぽかぽかぐ～ん（角野栄子のアコちゃん絵本）

角野栄子∥作 よしむらめぐ∥絵

小学館

ぼくのがっこう（わたしのえほん）

鈴木のりたけ∥作・絵

PHP 研究所

ポケットはん（講談社の創作絵本）

令丈ヒロ子∥ぶん ドーリー∥え

講談社

ぽっかりライトせんせい（講談社の創作絵本） はっとりひろき∥作

講談社

まってました（講談社の創作絵本）

もとしたいづみ∥文 石井聖岳∥絵

講談社

まよなかのトイレ（こどものとも絵本）

まるやまあやこ∥さく

福音館書店

まるまるま～る

かくまさみ∥作 よしおかアコ∥絵 今安志保∥監修

出版ワークス

みーみとひーひ

あきのもみじ∥さく・え

学研プラス

みどりのあらし（こんな子きらいかな? 4） 高山なおみ∥作 中野真典∥絵

岩崎書店

めがねがね

tupera tupera∥さく

ひさかたチャイルド

ももんちゃんどこへいくのかな?（ももんちゃんあそぼう）

とよたかずひこ∥さく・え

童心社

モルモットのちゃもとけだまーず

なかやみわ∥さく

金の星社

よだかの星（画本宮澤賢治）

宮澤賢治∥作 小林敏也∥画

好学社

よるがやってくる

下田昌克∥作

こぐま社

ライオンごうのたび

もりおかよしゆき∥さく やまぐちようすけ∥え

あかね書房

るーくんのベッド

はせがわさとみ∥作

アリス館

ルンバさんと 105 つごちゃん

モカ子∥さく・え

ひかりのくに

外国の絵本（25 冊）
書名[原書の言語]

著者名

出版者

アインシュタイン～時をかけるネズミの大冒険～[独]

トーベン・クールマン∥作 金原瑞人∥訳

ブロンズ新社

ありえない![英]

エリック・カール∥作 アーサー・ビナード∥訳

偕成社

アレッポのキャットマン[英]

アイリーン・レイサム∥著 カリーム・シ あかね書房
ャムシ・バシャ∥著 清水裕子∥絵

いえのなかといえのそとで[英]

レウィン・ファム∥さく 横山和江∥やく
4

廣済堂あかつき

書名[原書の言語]

著者名

出版者

ヴォドニークの水の館～チェコのむかしばなし～[－]

まきあつこ∥文 降矢なな∥絵

BL 出版

おじいちゃんのたびじたく（世界の絵本コレクション）[朝鮮]

ソヨン∥文・絵 斎藤真理子∥訳

小峰書店

おばあちゃんのたからもの[英]

シモーナ・チラオロ∥作 福本友美子∥訳

光村教育図書

気のいいバルテクとアヒルのはなし[英]

クリスティーナ・トゥルスカ∥作・絵 おびかゆうこ∥訳

徳間書店

木は何を見てきたの?[英]

シャーロット・ギラン∥文 サム・アッシャー∥絵 高部圭司∥訳

化学同人

クマとオオカミ（評論社の児童図書館・絵本の部屋）[英]

ダニエル・サルミエリ∥さく やまぐちふみお∥やく

評論社

くまちゃんがちいさくなっちゃった[英]

トム・エリヤン∥文 ジェーン・マッセイ∥絵 なかがわちひろ∥訳

光村教育図書

ココロノオクノトオクノオト[英]

エミリー・チャイルド∥文 マリア・レベデバ∥絵 林木林∥訳

光村教育図書

たいせつな気づき～新型コロナウイルスを Tomos Roberts∥著 Nomoco∥絵

創元社

のりこえた未来の物語～[英]

大嶋野々花∥訳

た・ま・ご[英]

ケビン・ヘンクス∥作 中川ひろたか∥訳

光村教育図書

ちいさなこえがみらいをかえる![英]

アンドレア・ベイティー∥作 デイヴィッド・ロバーツ∥絵 かとうりつこ∥訳

絵本塾出版

ドガさんをおいかけて[英]

エヴァ・モンタナーリ∥作 安野亜矢子∥訳

文化学園文化出版局

野ばらの村のピクニック（野ばらの村の物語）[英]

ジル・バークレム∥作・絵 こみやゆう∥訳

出版ワークス

はろるどのそらのたび[英]

クロケット・ジョンソン∥作 小宮由∥訳

出版ワークス

ふたりはずっと～かしこいちえのことばしゅう～[英]

アーノルド・ローベル∥作 三木卓∥訳

文化学園文化出版局

ヘレーじいさんのうた～ブータン民話～（えほんのもり）[－]

肥田美代子∥文 小泉るみ子∥絵

文研出版

ぼくのバス[英]

バイロン・バートン∥作・絵 いとうひろし∥訳

徳間書店

ぼくはしょうぼうし[イタリア]

トンマーゾ・ブルキエッティ∥さく シルヴィア・ 潮出版社
バロンチェッリ∥え やまねかずこ∥やく

マーシャとくま～アニメ絵本～[－]

俵ゆり∥構成・文

講談社

ママ、もうねるじかんだよ[ヘブライ]

ヒリット・ブルーム∥文 ヴァリ・ミンツィ∥絵 もたいなつう∥訳

光村教育図書

わたしはじゅういさん[イタリア]

ドナータ・クアリオッティ∥さく シルヴィア・

潮出版社

※ロシアの人気アニメの絵本

バロンチェッリ∥え ふくやまよしこ∥やく

ちしきの絵本（51 冊）
書名
青のなかの青～アンナ・アトキンスと世界で最初の

著者名

フィオナ・ロビンソン∥さく

出版者

評論社

青い写真集～（評論社の児童図書館・絵本の部屋） せなあいこ∥やく
頭の中で、何が起きてるの?いちばんやさしい「脳」の絵本

ベティナ・イップ∥文 ミア・ニルソン∥絵 水谷淳∥訳

河出書房新社

あまがえるりょこうしゃ ちかたんけん

松岡たつひで∥[作]

福音館書店

アリ（ちっちゃな生きものたち）

スージー・ウィリアムズ∥作 ハンナ・トルソン∥絵 渡邊真里∥訳

化学同人

いきものづくしものづくし 1

松岡達英∥[作] 田中豊美∥[作] 大田黒摩利∥[作]

福音館書店

いきものづくしものづくし 2

しもかわらゆみ∥[作] 廣野研一∥[作] 内城葉子∥[作]

福音館書店

（福音館のかがくのほん）

5

書名

著者名

出版者

笑顔が守った命～津波から 150 人の子どもを救った保

あいはらひろゆき∥作

育士たちの実話～（サニーサイドブックス）

ちゅうがんじたかむ∥絵

おかしのずかん（コドモエのえほん）

大森裕子∥作 福田淳子∥監修

白泉社

おはようポロン（あなあき〇せいかつえほん）

フィリケえつこ∥さく

ほるぷ出版

おやすみトントン（あなあき〇せいかつえほん） フィリケえつこ∥さく

ほるぷ出版

ガブガブサメ～もっと知りたくなるサメライフ～（ナシ ナショナルジオグラフィック∥編

エムディエヌコ

ョジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

ーポレーション

キミとはのうた

平山カンタロウ∥作 坂井真∥絵

こいのぼりセブン（セブンの行事えほんシリーズ） もとしたいづみ∥作 ふくだいわお∥絵

サニーサイド

KADOKAWA
世界文化ワンダークリエイト

こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく

すとうあさえ∥文 山田花菜∥絵 川島雅 ほるぷ出版

（おいしい行事のえほん）

子∥レシピ提供

これが鳥獣戯画でござる～ニッポンのわら 結城昌子∥構成・文

小学館

いの原点～（小学館あーとぶっく）
さくららら

升井純子∥文 小寺卓矢∥写真

アリス館

しょうぼうしゃ、てんけんよし!（のりもののひみつ）

片平直樹∥ぶん 岡本よしろう∥え

交通新聞社

そこでしちゃダメ!

ジーン・ウィリス∥文 フレフナ・ブラガドッティル∥絵 ユージ∥訳

文化学園文化出版局

たけのこなんのこ?（しぜんにタッチ!）

ひさかたチャイルド

たすひくねこ

にわ∥さく 大迫ちあき∥監修

マイクロマガジン社

小さな小さなウイルスの大きなはなし

伊沢尚子∥文 坂井治∥絵 中屋敷均∥監修

くもん出版

地球がうみだす土のはなし

大西健夫∥文 龍澤彩∥文 西山竜平∥絵

福音館書店

てつだってあげてるのに、なにがふまんな NHK E テレ「u&i」制作班∥編

ほるぷ出版

の?～言えない本音～（u&i えほんシリーズ） 西田征史∥原作 鈴木友唯∥絵
でんしゃのつくりかた～こうじょうけんが 溝口イタル∥え

交通新聞社

くにいってみよう!～（でんしゃのひみつ） こどものほん編集部∥文
どうしたらうまくできる?

NHK E テレ「u&i」制作班∥編

ほるぷ出版

～うごきのにがて～（u&i えほんシリーズ） 西田征史∥原作 鈴木友唯∥絵
のそのそパンダ～もっと好きになるパンダライフ～

ナショナルジオグラフィック∥編

エムディエヌコ

（ナショジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

ーポレーション

ばいきんバイバイ（あなあき〇せいかつえほん） フィリケえつこ∥さく

ほるぷ出版

バイバイばいきんさん うがいのまき

たかいよしかず∥さく・え

国土社

バイバイばいきんさん てあらいのまき

たかいよしかず∥さく・え

国土社

バイバイばいきんさん はみがきのまき

たかいよしかず∥さく・え

国土社

バイバイばいきんさん マスクのまき

たかいよしかず∥さく・え

国土社

はっきりあじがわかるかな?（おとなもこど せべまさゆき∥絵 植野正之∥監修
もも気づきにくいからだの心配がわかる絵本）

金の星社

WILL こども知育研究所∥編著

はっきりきこえているかな?（おとなもこど せ べ ま さ ゆ き ∥ 絵 木 場 由 紀 子 ∥ 監 修 金の星社
もも気づきにくいからだの心配がわかる絵本）

WILL こども知育研究所∥編著
6

書名

著者名

出版者

はっきりみえているかな?（おとなもこども せ べ ま さ ゆ き ∥ 絵 髙 橋 ひ と み ∥ 監 修 金の星社
も気づきにくいからだの心配がわかる絵本）

WILL こども知育研究所∥編著

はないろいろかくれんぼ（これなあに?かたぬきえほん 12）

いしかわこうじ∥作・絵

ポプラ社

はやくちレストラン

もぎあきこ∥作 森あさ子∥絵

金の星社

はやしでひろったよ（しぜんにタッチ!）
びゅんびゅんヒョウ～もっと知りたくなるヒョウライフ

ひさかたチャイルド

ナショナルジオグラフィック∥編

ーポレーション

～（ナショジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

ぴょんぴょんカエル～もっと知りたくなるカエルライフ

エムディエヌコ

ナショナルジオグラフィック∥編

エムディエヌコ
ーポレーション

～（ナショジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

ふあんくんのきもち

東京大学下山晴彦研究室子どものための認知行動療法プロ

（あんしんゲット!の絵本）

ジェクト∥[作] 松丸未来∥原案・解説 北原明日香∥絵

ぷっくりえんどうまめ（どーんとやさい）

いわさゆうこ∥さく

童心社

減り続ければいなくなる!?日本サンショウウオ探検記

関慎太郎∥写真・文

少年写真新聞社

ヘレン・ケラー～三重苦をのりこえた努力の 武鹿悦子∥文 ゆーちみえこ∥絵

ほるぷ出版

チャイルド本社

人～（絵本版/新こども伝記ものがたり 1）
ポリポリ村のみんしゅしゅぎ～絵本で選挙を体験しよう～

蒔田純∥文 おかやまたかとし∥絵

かもがわ出版

ミミズ（ちっちゃな生きものたち）

スージー・ウィリアムズ∥作 ハンナ・トルソン∥絵 渡邊真里∥訳

化学同人

みんなのこえがきえてしまうんです

ナオキ∥語り 冠木佐和子∥絵

ほるぷ出版

ムカデとヤスデ（ちっちゃな生きものたち）

スージー・ウィリアムズ∥作 ハンナ・トルソン∥絵 渡邊真里∥訳

化学同人

`めんどくさい'は SOS

東京大学下山晴彦研究室子どものための認知行動療法プロ

ほるぷ出版

（あんしんゲット!の絵本）

ジェクト∥[作] 松丸未来∥原案・解説 長谷川知子∥絵

（NHK ふつうってなんだろう?えほん）

もこもこコアラ～もっと好きになるコアラライフ～（ナ ナショナルジオグラフィック∥編

エムディエヌコ

ショジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

ーポレーション

よちよちペンギン～もっと好きになるペンギンライフ～

ナショナルジオグラフィック∥編

ーポレーション

（ナショジオキッズ 動物の生態がわかる写真絵本：英語付き）

わらいのひみつ（はじめてのかがくえほん 6）

エムディエヌコ

おおのこうへい∥作・絵 雨宮俊彦∥監修

フレーベル館

日本のよみもの（46 冊）
書名

あおぞらこども食堂はじまります!

著者名

出版者

いとうみく∥作 丸山ゆき∥絵

ポプラ社

堀米薫∥作 pon-marsh∥絵

学研プラス

いぬじゅん∥著

ポプラ社

にしがきようこ∥著

PHP 研究所

(本はともだち♪ 20)
青空モーオー!～牧場ですごした七日間～
（ジュニア文学館）
あの冬、なくした恋を探して
（最高に泣けるピュアストーリー）
イカル荘へようこそ（わたしたちの本棚）
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書名

著者名

一年生なんだもん～めざましくんと大とっ 村上しいこ∥さく

出版者

学研プラス

くん!～（キッズ文学館）

ひがしちから∥え

いちばんたいせつなもの

斎藤貴男∥作 おとないちあき∥絵

新日本出版社

うさぎタウンのおむすびやさん

小手鞠るい∥さく

講談社

（わくわくライブラリー）

松倉香子∥え

ウサギのトリン～はじめてのマラソンたい 高畠じゅん子∥作

小林ゆき子∥絵

かい～（おはなしだいすき）
おひさまはだかんぼ（くまの子ウーフのおはなし

小峰書店

4）

神沢利子∥作 井上洋介∥絵

ポプラ社

おもちゃの国へようこそ（なのだのノダちゃん） 如月かずさ∥作 はたこうしろう∥絵

小峰書店

怪奇漢方桃印（なかなかやばいの違反解除湯） 廣嶋玲子∥作 田中相∥絵

講談社

がっこうのおばけずかん ～おばけいいんかい～ 斉藤洋∥作

講談社

（どうわがいっぱい 138）

宮本えつよし∥絵

クルミ先生とまちがえたくないわたし

令丈ヒロ子∥作

～藤島クリニック再生計画～（ポプラ物語館 84）

雛川まつり∥絵

けんだましょうぶ（福音館創作童話シリーズ）

にしひらあかね∥作

福音館書店

この言葉が、きみの呪いを解くのなら

伊藤クミコ∥著

講談社

5 分で読書～ちょっとかわった、恋のはじ カドカワ読書タイム∥編

ポプラ社

KADOKAWA

まり。～（カドカワ読書タイム）
5 分で読書～昼休みの冒険～

更伊俊介∥著 藍藤唯∥著

KADOKAWA

（カドカワ読書タイム）

小谷杏子∥著

Surf Boys～伝説になった 12 歳の夏～（カラフルノベル）

南田幹太∥著

PHP 研究所

さいごのゆうれい

斉藤倫∥著 西村ツチカ∥画

福音館書店

サステナブル・ビーチ

小手鞠るい∥作 カシワイ∥絵

さ・え・ら書房

私立五芒高校恋する幽霊部員たち

谷口雅美∥著

講談社

人類滅亡フラグがたちました!

令丈ヒロ子∥著 明菜∥イラスト

PHP 研究所

対決!卓球部

横沢彰∥作 小松良佳∥絵

新日本出版社

だじゃれことわじゃ

ななもりさちこ∥作 ゴトウノリユキ∥ 理論社

～ぼくらが決める七つの未来～

絵
旅する 54 字の物語 超短編小説で読む 47 都道府県

氏田雄介∥編著 武田侑大∥絵

PHP 研究所

チョコレートのおみやげ

岡田淳∥文 植田真∥絵

BL 出版

つくしちゃんとおねえちゃん（福音館創作童話シリーズ）

いとうみく∥作 丹地陽子∥絵

福音館書店

ニャンタのさくぶん（わくわくえどうわ）

北川チハル∥作 平田景∥絵

文研出版

野原できみとピクニック

濱野京子∥著

偕成社

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い

工藤ノリコ∥著

白泉社

（コドモエのほん）
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書名

著者名

出版者

葉っぱにのって

濱野京子∥作 しろさめ∥絵

金の星社

バトン（くもんの児童文学）

中川なをみ∥作 大野八生∥画

くもん出版

はりねずみのルーチカ～にじいろのたまご～

かんのゆうこ∥作 北見葉胡∥絵

講談社

神沢利子∥作 井上洋介∥絵

ポプラ社

ひかる石のおはなし（読書の時間 7）

小手鞠るい∥作 酒井以∥絵

あかね書房

ひみつのおばけ一家 1 学校おばけをやっつけろ!

石崎洋司∥作 はんだみちこ∥絵

岩崎書店

ひらがなぽりすあんちょび

さくらいよしえ∥さく 政次詩子∥え

岩崎書店

フルーツふれんずイチゴちゃん

村上しいこ∥作 角裕美∥絵

あかね書房

迷子の星たちのメリーゴーラウンド

日向理恵子∥著 六七質∥絵

小学館

（わくわくライブラリー）
ぴかぴかのウーフ（くまの子ウーフのおはなし

5）

魔法の国の謎とき屋（5 分間ノンストップ 萩原弓佳∥著

PHP 研究所

ショートストーリー）
みつばちと少年

村上しいこ∥著

講談社

夢をかなえる未来ノート（わたしたちの本棚）

本田有明∥著

PHP 研究所

ようこそ!へんてこ小学校 あたり?はずれ? スギヤマカナヨ∥作・絵

KADOKAWA

うらない大集合!

大谷美和子∥作 白石ゆか∥絵

ポプラ社

ルルとララのガトーショコラ（Maple Street）

あんびるやすこ∥作・絵

岩崎書店

わたし、パリにいったの

たかどのほうこ∥著

のら書店

りんごの木を植えて（ノベルズ・エクスプレス

50）

外国のよみもの（12 冊）
書名[原書の言語]

著者名

出版者

エミリときどきマーメイド 1[英]

リズ・ケスラー∥作 田中亜希子∥訳 カタノトモコ∥絵

文響社

帰れ野生のロボット[英]

ピーター・ブラウン∥作・絵 前沢明枝∥訳

福音館書店

キプリング童話集～動物と世界のはじまり ラドヤード・キプリング∥作 ハンス・フ KTC 中央出版
の物語～[英]

ィッシャー∥絵 小宮由∥訳

クローバーと魔法動物 3

ケイリー・ジョージ∥作 久保陽子∥訳 ス 童心社

ライバルは夏の終わりに[英]

カイエマ∥絵

ゴリランとわたし[スウェーデン]

フリーダ・ニルソン∥作 よこのなな∥訳 ながしまひろみ∥絵

ニルスのふしぎな旅 1 新たな空への旅立ち セルマ・ラーゲルレーフ∥原作

岩波書店
学研プラス

（M+C）[スウェーデン]

吉田順∥翻案

パリ・オペラ座バレエ学校物語

エリザベット・バルフェティ∥著 マガリ 竹書房

～コンスタンスの新しいダンス～[仏]

ー・フートゥリエ∥絵 高野優∥監訳

バンビ～森に生きる～

フェーリクス・ザルテン∥作

（福音館古典童話シリーズ 43）[独]

酒寄進一∥訳 ハンス・ベルトレ∥画

ほんとうのことしかいえない真実の妖精[英]

マット・ヘイグ∥文 クリス・モルド∥絵 杉本詠美∥訳

西村書店東京出版編集部

マインクラフト勇気の旅[英]

ジェイソン・フライ∥作 金原瑞人∥共訳 松浦直美∥共訳

竹書房

9

福音館書店

書名[原書の言語]

著者名

出版者

魔法つかいの弟子（世界ショートセレクシ ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 理論社
ョン 17 ゲーテショートセレクション） ∥作 酒寄進一∥訳 ヨシタケシンスケ∥
[独]

絵

ロサリンドの庭[スウェーデン]

エルサ・ベスコフ∥作 菱木晃子∥訳 植垣歩子∥絵

あすなろ書房

推理・SF（7 冊）
書名

あいがあれば名探偵

著者名

杉山亮∥作 中川大輔∥絵

科学探偵怪奇事件ファイル～廃病院に舞う 佐東みどり∥作 石川北二∥作
霊魂～（科学探偵謎野真実シリーズ）

木滝りま∥作

5 分後に意外な結末 Q

桃戸ハル∥著 伊月咲∥著 usi∥絵

出版者

偕成社
朝日新聞出版
学研プラス

パズルにも青春にも答えはある
12 歳のロボット～ぼくとエマの希望の旅 リー・ベーコン∥著

早川書房

～（ハヤカワ・ジュニア・SF）

大谷真弓∥訳

三毛猫ホームズの水泳教室

赤川次郎∥著

汐文社

赤川次郎∥著

汐文社

見つけ隊と燃える小屋のなぞ

イーニッド・ブライトン∥著

早川書房

～五人と一匹見つけ隊～

河合祥一郎∥訳

（三毛猫ホームズの事件ノート）
三毛猫ホームズの幽霊退治
（三毛猫ホームズの事件ノート）

（ハヤカワ・ジュニア・ミステリ）
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夏のイベント案内

夏休み 子どもの本まつり
今年の 1 月から 8 月までに
刊行された、絵本や読み物を
ご覧いただけます。また、希望
される方には、よみ聞かせや
読書案内もいたします。

場所・日時
・県立図書館 地下 1 階大会議室 参加費無料
・8 月 25 日（水）～27 日（金）
1部

10:00～11:00

2部

11:00～12:00

4部

14:00～15:00

5部

15:00～16:00

3部

13:00～14:00

それぞれの部ごとに 5 組(1 組 5 名まで)ご参加いただけます。
※新型コロナウイルス感染症の動向によって、中止となる可能
性があります。

申込方法
・申込書にご記入のうえ、児童室カウンターでお申し込みくだ
さい。 ※申込書は、7 月末頃の配布を予定しています。
・7 月 28 日（水）から受付を行い、先着順で参加いただけ
ます。 ※空きがある場合は当日でも参加いただけます。
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児童室からのお知らせ その① 7 月の行事
○児童室展示

7 月 16 日（金）～8 月 29 日（日） 夏展示「戦争」「こわい話」
「お助け本」

○おはなし会

7 月 16 日（金）午前 11 時～
※第 3 金曜日に開催

県立図書館

1階

談話室

※県が示す注意以下のステージでのみ開催します。

児童室からのお知らせ その② 夏の行事（7～9 月）
【イベント】○夏の本祭り

8 月 25 日（水）～8 月 27 日（金） ※詳細は前頁（11p）をご覧ください。

【オススメ】○週刊夏のおすすめ本（ひともっこ特別篇）

※7 月 1 日～9 月 16 日までの毎週木曜日刊行

➡ この夏の新刊 3 冊と「すもう」
「がいこつ」などワンテーマのオススメ本の紹介を、チラシと
展示で、毎週、皆様に紹介していきます。
【展

示】○「琵琶湖システム」展

※県農政水産部農政課共催

○今森光彦展（佐川美術館）関連展示

～8 月 29 日（日）

～9 月 5 日（日）

○東近江市・木を使うプロジェクト推進協議会パネル展示

8 月 18 日（水）～8 月 29 日（日）

➡ 県産材を活用したパネルや木のおもちゃなどの展示を行います。

※1 階談話室

🌼研修選定用資料（図書）について
🌼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。
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
開館時間 水～金

ＴEL 077-548-9691

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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