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🌼今月の pickup  

『シミちゃん(くもんの児童文学)』 吉野万理子∥作 北澤平祐∥絵 くもん出版  

最近、世界中で、同じ病気が流行っている。出かけるときには、マスクを着けな 

くてはならないようになった。 

 ある日、マーくんのお母さんがマスクを着けようとしたそのとき、ほっぺたから 

つるんとすべり落ちたのは、なんとシミ！見てみると、目と口まで浮かびあがって 

いる。シミちゃんは、どうやら、マスクに隠されるのが嫌らしい。 

 小さい頃からお母さんのシミが好きだったマーくんは、必死にシミちゃんを追い 

かけるけれど、隠れたり、逃げたりのドタバタ騒動。シミちゃんを無事にお母さん 

のほっぺたに帰すことはできるのか？ 

 コロナ禍の今を思わせる舞台で、マーくん、シミちゃん、お母さんのそれぞれの思いに共感できる、ユ

ーモアたっぷりの幼年文学。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021年 8月受け入れ分：89冊） 

日本の絵本（31冊） 

書名 著者名 出版者 

秋 かこさとし∥文・絵 講談社 

   

   

   

   

いちにちだじゃれ（PHP にこにこえほ

ん） 

ふくべあきひろ∥さく 

かわしまななえ∥え 

PHP 研究所 

うちのねこ 高橋和枝∥作 アリス館 

おつきさまのパンケーキ 真珠まりこ∥作・絵 ほるぷ出版 

おつきさまはどこいった? 新井洋行∥作 小林ゆき子∥絵 ひさかたチャイル

ド 
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子どもの本新刊情報 

かこさとし未発表作品です。 
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書名 著者名 出版者 

おにのこにこちゃんかーしーて!ぷんすか

ぷん!（おにのこにこちゃん 4） 

原あいみ∥え 

ケロポンズ∥ぶん 

ポプラ社 

   

   

   

おばけのまんまる（講談社の創作絵本） ひろただいさく∥作 

ひろたみどり∥作 

講談社 

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠まりこ∥作・絵 ひさかたチャイル

ド 

   

   

   

   

おまく（えほん遠野物語） 柳田国男∥原作 京極夏彦∥文 

羽尻利門∥絵 

汐文社 

おまたせまちあわせ（PHP にこにこえほん） 宮野聡子∥作・絵 PHP 研究所 

オレじてんしゃ!（ほるぷ創作絵本） 石井聖岳∥作 ほるぷ出版 

かうかうからす（ポプラ社の絵本 77） ほそいさつき∥作・絵 ポプラ社 

きんたろうようちえん やぎたみこ∥作 あかね書房 

クワガタのラファエル、あばれんぼうのひ

みつ（講談社の創作絵本） 

香川照之∥作 

ロマン・トマ∥絵 

講談社 

こうじしてますこつこつこーん 

（視覚デザインのえほん） 

視覚デザイン研究所∥さく 

くにすえたくし∥え 

視覚デザイン研究

所 

こねこのきょうだいかぞえうた おやすみ 石津ちひろ∥ぶん 石黒亜矢子∥え BL 出版 

こねこのきょうだいかぞえうた おやつ 石津ちひろ∥ぶん 石黒亜矢子∥え BL 出版 

   

   

   

   

   

『おにのこにこちゃん』 

シリーズ第４弾です。 

『京極夏彦のえほん遠野物語』 

最終シリーズです。 

『こねこのきょうだい 

かぞえうた』シリーズです。 
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書名 著者名 出版者 

じはんきくん おおいじゅんこ∥作・絵 教育画劇 

宿題ファイター よしながこうたく∥さく 好学社 

しらすどん 最勝寺朋子∥作・絵 岩崎書店 

すやすやおやすみ（0.1.2.えほん） 石津ちひろ∥ぶん 酒井駒子∥え 福音館書店 

ちょとつ 立川治樹∥ぶん くすはら順子∥え 絵本塾出版 

ぱったんして 松田奈那子∥作 KADOKAWA 

はんぶんこ!（講談社の幼児えほん） よねづゆうすけ∥作 講談社 

   

   

   

   

   

ふしぎなヒーローやさん（新しいえほん） みやにしたつや∥作絵 金の星社 

ぼくはほんやさんになる 菊池壮一∥さく 塚本やすし∥え ニコモ 

街どろぼう junaida∥著 福音館書店 

まーるいまーるい（こどものくに傑作絵本） せなけいこ∥作・絵 金の星社 

めんぼうズ かねこまき∥作 アリス館 

ゆらゆら（講談社の創作絵本） 北澤平祐∥作 講談社 

ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかいよしかず∥作・絵 国土社 

 

外国の絵本（13冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

うちゅうじんだぞおとうとうさぎ! 

［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 

エリンとまっくろ岩のひみつ（評論社の児

童図書館・絵本の部屋）［英］ 

ジョー・トッド=スタントン∥さく 

せなあいこ∥やく 

評論社 

おなじ星をみあげて［仏］ ジャック・ゴールドスティン∥作・絵 

辻仁成∥訳 

山烋 

おばけのジョージーとんでいったふうせん

［英］ 

ロバート・ブライト∥さく 

こみやゆう∥やく 

好学社 

   

   

   

   

   

   

『ふしぎなおみせやさん』 

シリーズ第４弾です。 

『おばけのジョージ―』シリーズ、 

幼年向けの絵本です。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

かんがえよう、コギト［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 

くろねこのほんやさん［英］ シンディ・ウーメ∥文・絵 

福本友美子∥訳 

小学館 

ケイン、きょうもよろしくね!［朝鮮］ ソンギヨク∥文 

ペクウンジュ∥文 

シンドゥヒ∥絵 

新日本出版社 

しあわせをさがしているきみに［英］ エヴァ・イーランド∥作 

いとうひろみ∥訳 

ほるぷ出版 

としょかんはどこへ?［英］ 

（imagination unlimited） 

ジョシュ・ファンク∥ぶん 

スティーヴィ・ルイス∥え 

金柿秀幸∥やく 

イマジネイション・

プラス 

野ばらの村のけっこんしき［英］ 

（野ばらの村の物語） 

ジル・バークレム∥作・絵 

こみやゆう∥訳 

出版ワークス 

   

   

   

   

   

   

   

バズとベンツはおともだち?［英］ ハイディ・マッキノン∥さく 

よしはらなお∥やく 

潮出版社 

むかしむかしあるところに子ヤギが［英］ 

（児童図書館・絵本の部屋） 

ダン・リチャーズ∥ぶん 

エリック・バークレー∥え 

おがわひとみ∥やく 

評論社 

ムーミン一家の海の冒険 

（クラシック・ムーミン絵本） 

［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 

徳間書店 

 

ちしきの絵本（13冊） 

書名 著者名 出版者 

いただきまーす accototo∥さく 大日本図書 

うんちしたあとどうなるの? ジェーン・カーツ∥さく 

アリソン・ブラック∥え 

いけもとなおみ∥やく 

潮出版社 

『野ばらの村の物語』四季

シリーズの夏のお話です。 
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書名 著者名 出版者 

カタツムリ（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 

深澤誉子∥訳 

化学同人 

学校図書館ここはいつでもぼくの場所 

（いこうよがっこうとしょかん 4） 

埜納タオ∥絵 横山寿美代∥監修 少年写真新聞社 

きのこのこのこふしぎのこ 

（しぜんにタッチ!） 

  ひさかたチャイル

ド 

水族館 ほりかわあやこ∥さく 福音館書店 

タンポポのたねどうしてとんでいくの? 

（はっけん!どこでもだいしぜん 1） 

かんちくたかこ∥ぶん 

ごとうまきこ∥え 

多田多恵子∥監修 

文一総合出版 

止めなくちゃ!気候変動 ニール・レイトン∥作・絵 

いわじょうよしひと∥訳 

向井人史∥日本語版監修 

ひさかたチャイル

ド 

ねえ、きいてみて! ソニア・ソトマイヨール∥文 

ラファエル・ロペス∥絵 

すぎもとえみ∥訳 

汐文社 

はじめてのどうぶつえほん てづかあけみ∥絵 

新宅広二∥監修・文 

パイインターナシ

ョナル 

   

   

   

   

パンツのなかのまほう なかがわさやこ∥さく 

でぐちかずみ∥え 

かもがわ出版 

ホタルイカは青く光る 

（小学館の図鑑NEO の科学絵本） 

阿部秀樹∥写真と文 小学館 

ゆびでなぞるすうじのえほん ルイーズ・アングリカス∥え 

みたかよこ∥やく 

大日本絵画 

 

日本のよみもの（17冊） 

書名 著者名 出版者 

青く塗りつぶせ（ノベルズ・エクスプレス 52） 阿部夏丸∥作 酒井以∥絵 ポプラ社 

イナバさんと雨ふりの町 野見山響子∥文絵 理論社 

『はじめてのシリーズ』 

第 11 弾です。 
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書名 著者名 出版者 

うたうラッパ貝がら（ミッチの道ばたコレクション） 如月かずさ∥作 コマツシンヤ∥絵 偕成社 

   

   

   

   

   

オイモはときどきいなくなる 田中哲弥∥著 加藤久仁生∥画 福音館書店 

おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん（[ポ

プラ社の新・小さな童話] [328]） 

角野栄子∥さく 佐々木洋子∥え ポプラ社 

   

   

   

   

   

おまつりのおばけずかん じんめんわたあめ

（どうわがいっぱい 139） 

斉藤洋∥作 宮本えつよし∥絵 講談社 

かげろうのむこうで 翔の四季 夏 斉藤洋∥作 いとうあつき∥絵 偕成社 

かずさんの手 佐和みずえ∥作 かわいちひろ∥絵 小峰書店 

ここではない、どこか遠くへ（ブルーバト

ンブックス） 

本田有明∥作 みなはむ∥絵 小峰書店 

5 秒後に意外な結末 オイディプスの黒い

真実（「5 分後に意外な結末」シリーズ） 

桃戸ハル∥編著 usi∥絵 学研プラス 

坂の上のパン屋さん（文研じゅべにーる） 尾崎美紀∥作 たかおかゆみこ∥絵 文研出版 

シミちゃん（くもんの児童文学）今月のｐickup 吉野万理子∥作 北澤平祐∥絵 くもん出版 

ニコラ学園恋物語（5 分後の隣のシリーズ） 「ニコラ学園恋物語」制作委員会∥編 学研プラス 

パパはカッパか!?（文研ブックランド） 中山聖子∥作 下平けーすけ∥絵 文研出版 

みんなのためいき図鑑 村上しいこ∥作 中田いくみ∥絵 童心社 

ラストで君は「まさか!」と言う 素敵なカン

違い（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 

レイワ怪談 青月の章 

（5 分後の隣のシリーズ） 

ありがとう・ぁみ∥原作  

山田明∥ほか小説 

学研プラス 

 

外国のよみもの（12冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

顔のない花嫁［英］ K・R・アレグザンダー∥作 

金原瑞人∥訳 

小松かほ∥訳 

小学館 

『ミッチの道ばたコレクション』 

第 3 弾です。 

『おばけのソッチ』シリーズ 

第 44 巻です。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

きけんなゲーム［英］ 

（文研ブックランド） 

マロリー・ブラックマン∥作 

もりうちすみこ∥訳 

佐竹美保∥絵 

文研出版 

キケンな修学旅行ぜったいねむるな! 

［英］ 

ジェニファー・キリック∥作 

橋本恵∥訳 

おとないちあき∥装画・挿画 

ほるぷ出版 

くしゃみおじさん［英］ オルガ・カブラル∥作 小宮由∥訳 

山村浩二∥絵 

岩波書店 

コレットとわがまま王女［英］ ルイス・スロボドキン∥作 

小宮由∥訳 

瑞雲舎 

ぼくの弱虫をなおすには［英］ K・L・ゴーイング∥作 

久保陽子∥訳 

早川世詩男∥絵 

徳間書店 

マインクラフトダンジョンズ［英］ マット・フォーベック∥作 

石田享∥訳 

竹書房 

まほうのレシピ［英］ シンディ・キャラハン∥著 

林啓恵∥訳 

またよし∥イラスト 

竹書房 

ミシシッピ冒険記［イタリア］ ダヴィデ・モロジノット∥著 

中村智子∥訳 

岩崎書店 

ミョンヘ（YA!STAND UP）［朝鮮］ キムソヨン∥著 吉仲貴美子∥訳 

梁玉順∥訳 

影書房 

森の王さまキング・クー［英］ アダム・ストーワー∥作 

宮坂宏美∥訳 

小峰書店 

わたしは夢を見つづける［英］ ジャクリーン・ウッドソン∥作 

さくまゆみこ∥訳 

小学館 

 

SF・推理（2冊） 

書名 著者名 出版者 

科学探偵怪奇事件ファイル 襲来!宇宙人の謎 

（科学探偵謎野真実シリーズ） 

佐東みどり∥作 石川北二∥作 

木滝りま∥作 

朝日新聞出版 

科学でナゾとき!  やまんばの屋敷事件 

（偕成社ノベルフリーク） 

あさだりん∥作 佐藤おどり∥絵 偕成社 

 

 

 

 
科学×ミステリー！な連作短編集 

第 2 弾です。 
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昔話（1冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 

［独］ 

グリム兄弟∥著 

アーサー・ラッカム∥挿絵 

平凡社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1日(金)～9月 16 日(木)  「絵本・読み物で楽しむスポーツ」 

       ○おはなし会 9 月 17 日（金）午前 11時～ 県立図書館 1 階 談話室  

        ※第 3金曜日に開催 ※県が示す注意以下のステージでのみ開催します。 


