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🌼今月の pickup  

『悲しみのゴリラ』 

ジャッキー・アズーア・クレイマー∥文 シンディ・ダービー∥絵  

落合恵子∥訳 クレヨンハウス 

 ママを亡くしたばかりの男の子。ママがいなくなった事実を男の子

は受け止めることができない。 

しかし、その傍らにはゴリラが寄り添っている。男の子はゴリラに

自分の思いを伝え、問いかける。「ママは どこにいったの？」、「ママ

がいて、ほんをよんでくれたらなあ」、「いつになったら、かなしくな

くなるの？」。ゴリラはその思いや問いの行き先へ導こうとする。そう

して少しずつママがいない現実を受け入れた男の子は、悲しみと楽し

い記憶を分かち合う相手と共にゴリラから離れ、歩き出していく。 

 賢者のようなゴリラ、遠くから見守るママのような赤い鳥を配し、大切な人を失った痛みを自ら心の中

にとりこんでいく様子を、丁寧に描いた絵本である。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2020年 12月受け入れ分：135冊） 

日本の絵本（37冊） 

書名 著者名 出版者 

あぁ、アジのひらきがたべたいっ! かねまつすみれ∥作 青山友美∥絵 文研出版 

いっぱいあるよ!おでかけどれにする? てづかあけみ∥[作] 偕成社 

いろいろおかしパーティー おおでゆかこ∥作 アリス館 

おうさまのさる くすはら順子∥[作] 文研出版 

おしゃべりくらげ あまんきみこ∥作  

みずうちさとみ∥絵 

JULA 出版局 

かけだしたイス サトシン∥作 ドーリー∥絵 あわわ 

カマキリのシャルロットとすずらんでんわ 

〜INSECT LAND〜 

香川照之∥作 ロマン・トマ∥絵 講談社 

キス・スキ 越野民雄∥作 高畠純∥絵 講談社 

999 ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村研∥文 村上康成∥絵 ひさかたチャイルド 

きらぼしちゃんともりのクリスマス もちなおみ∥作 布川愛子∥絵 岩崎書店 

くつしたどろぼう さはらゆうき∥ぶん  

もりのみさこ∥え 

マイルスタッフ 
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書名 著者名 出版者 

こたつ 麻生知子∥作 福音館書店 

ごろごろごろ ながたしんさく∥著 東急エージェンシー 

ざわざわざわ ながたしんさく∥著 東急エージェンシー 

さわってさわって  

〜ふれあいあかちゃん絵本〜 

えがしらみちこ∥作 小学館 

サンタさんのおとしもの 三浦太郎∥作 あすなろ書房 

十二支のお雑煮 川端誠∥作 BL 出版 

ジョニーとマーガレット スーパー恋ものが

たり 

三遊亭白鳥∥作 魚戸おさむ∥絵 講談社 

しんかんせん! 穂村弘∥ぶん 長谷川朗∥え くもん出版 

すっとびこぞう!   

〜おばけかいどうおつかいどうちゅう〜 

大島妙子∥作 小学館 

すみっこのかくれんぼ 

〜れいぞうこのよこのおく〜 

うえだしげこ∥さく・え 教育画劇 

せきれい丸 たじまゆきひこ∥作  

きどうちよしみ∥作 

くもん出版 

だっこさんかいサンタクロース 角野栄子∥作 よしむらめぐ∥絵 小学館 

ちいさなバレリーナはじめてのバレエきょ

うしつ 

朝比奈かおる∥作 講談社 

なにしてるの? 鈴木まもる∥作 ポプラ社 

なんでもレストラン 鈴木まもる∥さく・え 文溪堂 

はしのうえのおおかみ 奈街三郎∥作 花之内雅吉∥絵 鈴木出版 

バレエはじめるの つがねちかこ∥さく ほるぷ出版 

ひきだしマンションとおてがみちゃん ひらぎみつえ∥作 ほるぷ出版 

福助はみた おおなり修司∥文 きむらよしお∥絵 絵本館 

フトアゴちゃんのパーティー ツク之助∥作 イースト・プレス 

ぺーとぼく やづきみちこ∥文 小川かなこ∥絵 くもん出版 

ぼくがふえをふいたら 阿部海太∥作 岩波書店 

ぼくらのまちにおいでよ 大桃洋祐∥作 小学館 

めいわくなボール 牡丹靖佳∥[作] 偕成社 

よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木香歩∥作 小沢さかえ∥絵 理論社 

ルラルさんのつりざお いとうひろし∥作 ポプラ社 

 

外国の絵本（20冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

赤ずきん [英]  

〜シャルル・ペローのフランス語より翻案〜 

シャルル・ペロー∥[原作] ビアトリクス・

ポター∥再話 ヘレン・オクセンバリー∥絵 

文化学園文化出版局 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おてんばみつばちキャプシーヌ [仏] 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 

おともだちになってくれる? [英] サム・マクブラットニィ∥ぶん   

アニタ・ジェラーム∥え  

小川仁央∥やく 

評論社 

おやすみなさいどうぶつたち [英] ケイト・プレンダーガスト∥さく  

よしはらなお∥やく 

潮出版社 

オレ、ねたくないからねない [英] デヴ・ペティ∥ぶん  

マイク・ボルト∥え  

こばやしけんたろう∥やく 

マイクロマガジン社 

女の子はなんでもできる! [英] キャリル・ハート∥ぶん アリー・パイ∥え  

冨永愛∥やく 

早川書房 

悲しみのゴリラ [英] 

今月の pickup で紹介 

ジャッキー・アズーア・クレイマー∥文  

シンディ・ダービー∥絵  

落合恵子∥訳 

クレヨンハウス 

きづいてパンダさん [仏] カンタン・グレバン∥さく  

あんのうれいな∥やく 

潮出版社 

くらやみきんしの国 [英] エミリー・ハワース=ブース∥さく  

おおつかのりこ∥やく 

あかね書房 

サンタさんのお仕事マニュアル [英] 

〜サンタさんが知っておくべきことのすべ

てがつまった 1冊です〜 

クリストファー・エッジ∥ぶん  

ティム・ハッチンソン∥え  

リチャード・ジョンソン∥え 

大日本絵画 

どうしてなくの?[スペイン] フラン・ピンタデーラ∥文  

アナ・センデル∥絵 星野由美∥訳 

偕成社 

ねずみくんのクリスマスのおうちさがし [英] 

〜クリスマスのちいさなおはなし〜 

レベッカ・ハリー∥え  

木原悦子∥やく 

世界文化ワンダーク

リエイト 

ヒルダとトロール [英] ルーク・ピアソン∥作  

金原瑞人∥訳 

山烋 

ヒルダと真夜中の巨人 [英] ルーク・ピアソン∥作 

金原瑞人∥訳 

山烋 

フィン・フォトンさんと量子力学 

[デンマーク] 

ヤン・イーイスボー∥さく  

ヨハネス・トゥウス∥さく  

ピーア・ベアデルスン∥さく 

アグネ技術センター 

ふゆごもりのまえに [英] ジャン・ブレット∥作  

こうのすゆきこ∥訳 

福音館書店 

迷子の魂 [ポーランド] オルガ・トカルチュク∥文  

ヨアンナ・コンセホ∥絵  

小椋彩∥訳 

岩波書店 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

ようこそあたらしいともだち [英] リチャード・スキャリー∥さく  

木坂涼∥やく 

好学社 

ラプンツェル [英] 

〜あたらしいかみながひめのおはなし〜 

ベサン・ウルヴィン∥作  

関根麻里∥訳 

文化学園文化出版局 

リトルレッド [英] 

〜あたらしいあかずきんのおはなし〜 

ベサン・ウルヴィン∥作  

関根麻里∥訳 

文化学園文化出版局 

 

ちしきの絵本（26冊） 

書名 著者名 出版者 

あべ弘士のシートン動物記 2 あべ弘士∥文・絵 学研プラス 

青い羽みつけた!  さがしてみよう身近な鳥

たち 

Noovo Inc.∥著 富樫一望∥作と絵 

宇田英男∥文 

パイインターナショ

ナル 

いっぱいあるよ!ごはんどれたべる? てづかあけみ∥[作] 偕成社 

今、世界はあぶないのか?ルールと責任 ルイーズ・スピルズベリー∥文  

ハナネ・カイ∥絵 大山泉∥訳 

評論社 

今、世界はあぶないのか?権利と平等 マリー・マーレイ∥文  

ハナネ・カイ∥絵 大山泉∥訳 

評論社 

ウイルスにマケマ戦隊ゲンキーズ うえだしげこ∥作・絵  

おかだはるえ∥監修 

フレーベル館 

うりぼうと母さん 矢野誠人の写真絵本 矢野誠人∥写真・文 林良博∥監修 大空出版 

NHK#もしかして…おとなにたたかれた

の?おとながたすけてくれないの? 

NHK「#もしかして…」制作班∥編 

飯田千里∥絵 奥山眞紀子∥監修 

金の星社 

NHK#もしかして…からだをさわられた

の?かぞくのけんかがこわいの? 

NHK「#もしかして…」制作班∥編 

飯田千里∥絵 奥山眞紀子∥監修 

金の星社 

かわいい!どうぶつパーク いしかわこうじ∥作・絵 童心社 

きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー∥さく  

こでらあつこ∥やく 

合同出版 

   

   

   

   

くるまはこびます 小風さち∥ぶん 鈴木周作∥え 福音館書店 

子どもの権利ってなあに? アラン・セール∥文  

オレリア・フロンティ∥絵  

福井昌子∥訳 

解放出版社 

このかみなあに?   

〜トイレットペーパーのはなし〜 

谷内つねお∥さく 福音館書店 

 
『なんみんってよばないで。』(合同出版社)と 

同著者の作品。社会問題を知るための絵本です。 
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書名 著者名 出版者 

ジョナスのかさ ジョシュ・クルート∥文  

アイリーン・ライアン・イーウェン∥

絵 千葉茂樹∥訳 

光村教育図書 

空を飛ぶミジンコのなぞ 星輝行∥写真・文 少年写真新聞社 

ちくっふわっことばのまほう まつもとなおみ∥え  

おかもとやすひろ∥かんしゅう 

少年写真新聞社 

なにかがいる 佐藤雅彦∥作 ユーフラテス∥作 福音館書店 

ネコとなかよくなろうよ トミー・デ・パオラ∥作  

福本友美子∥訳 

光村教育図書 

野ねずみきょうだいの草花あそび  

（秋から春まで） 

相澤悦子∥さく 長谷川直子∥え 福音館書店 

のびるじどうしゃ 平山暉彦∥さく 福音館書店 

はじまりは、まっしろな紙  

〜日系アメリカ人絵本作家ギョウ・フジカ

ワがえがいた願い〜 

キョウ・マクレア∥文  

ジュリー・モースタッド∥絵  

八木恭子∥訳 

フレーベル館 

ピーターラビットのふるさとをまもりたい 

〜ビアトリクス・ポターものがたり〜 

リンダ・エロビッツ・マーシャル∥文  

イラリア・アービナティ∥絵  

おびかゆうこ∥訳 

廣済堂あかつき 

100 歳ランナーの物語 

〜夢をあきらめなかったファウジャ〜 

シムラン・ジート・シング∥文  

バルジンダー・カウル∥絵  

金哲彦∥監修 

西村書店東京出版編

集部 

みそしるをつくる 高山なおみ∥文 長野陽一∥写真 ブロンズ新社 

ゆうこさんのルーペ はがゆうこ∥原案  ふじいかつのり

∥監修 多屋光孫∥文・絵 

合同出版 

 

日本のよみもの（39冊） 

書名 著者名 出版者 

あしたのことば 森絵都∥作 小峰書店 

妖しいクラスメイト  

〜だれにも言えない二人の秘密〜 

無月兄∥著 KADOKAWA 

ウィズ・ユー 濱野京子∥作 中田いくみ∥装画・挿画 くもん出版 

江戸の空見師嵐太郎 佐和みずえ∥作 しまざきジョゼ∥絵 フレーベル館 

エリーゼさんをさがして 梨屋アリエ∥著 講談社 

大坂城のシロ あんずゆき∥著 中川学∥絵 くもん出版 

大どろぼうジャム・パン 

～のらねこギンジロウ～ 

内田麟太郎∥作  

藤本ともひこ∥絵 

文研出版 

おかあさんおめでとう 神沢利子∥作 井上洋介∥絵 ポプラ社 
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書名 著者名 出版者 

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! トロル∥さく・え ポプラ社 

おっちょこ魔女先生  

〜魔女修業は危険がいっぱい!〜 

廣嶋玲子∥作 ひらいたかこ∥絵 KADOKAWA 

おはなしごほん 大川久乃∥作 本田亮∥絵 あかね書房 

およぐ! 麻生かづこ∥作 大庭賢哉∥絵 文研出版 

陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿 石崎洋司∥著 亜沙美∥絵 講談社 

かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原ゆたか∥さく・え ポプラ社 

キニ子の日記 下 間部香代∥作 クリハラタカシ∥絵 WAVE 出版 

Q 部あるいは CUBEの展開 ささきかつお∥著 PHP研究所 

ごいっしょさん 松本聰美∥作 佐藤真紀子∥絵 国土社 

さかなにはなぜしたがない 神沢利子∥作 井上洋介∥絵 ポプラ社 

3 分間サバイバル 〜失敗か成功か?運命の選択〜 粟生こずえ∥作 あかね書房 

3 分で楽しい!“動物”ショートストーリー 小狐裕介∥著 辰巳出版 

邪神の怪談 〜ぼくの学校には名状しがた

き怖い神様たちがすんでいる〜 

一夜月夜∥著 今野隼史∥イラスト KADOKAWA 

しゅくだいなかなおり 福田岩緒∥作・絵 PHP研究所 

白の平民魔法使い 〜無属性の異端児〜 らむなべ∥著 KADOKAWA 

精霊人、はじめました! 宮下恵茉∥作 十々夜∥絵 PHP研究所 

太郎の窓 中島信子∥著 汐文社 

探検!いっちょかみスクール 

～魔法使いになるには編～ 

宗田理∥作 静山社 

チョコルとチョコレートの魔女 

～cafe エルドラド～ 

こばやしゆかこ∥著 岩崎書店 

つっきーとカーコのたからもの おくはらゆめ∥作 佼成出版社 

泣き神さまサワメ 横山充男∥作 よこやまようへい∥絵 文研出版 

虹のランナーズ 浅田宗一郎∥作 渡瀬のぞみ∥絵 PHP研究所 

はねるのだいすき 神沢利子∥文 長新太∥絵 絵本塾出版 

防災室の日曜日 ～カラスてんぐととうめい人間～ 村上しいこ∥作 田中六大∥絵 講談社 

星空としょかんへようこそ 小手鞠るい∥作 近藤未奈∥絵 小峰書店 

魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 柏葉幸子∥作 長田恵子∥絵 理論社 

魔女の産屋 柏葉幸子∥作 長田恵子∥絵 朝日学生新聞社 

まちのおばけずかん 〜マンホールマン～ 斉藤洋∥作 宮本えつよし∥絵 講談社 

見た目レンタルショップ化けの皮 石川宏千花∥著 小学館 

メイドイン十四歳 石川宏千花∥[著] 講談社 

レイワ怪談 ～十六夜の章～ ありがとう・ぁみ∥原作  

山田明∥ほか小説 

学研プラス 

 



7 

 

外国のよみもの(１0冊) 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

アポロンと 5 つの神託 4 [英] リック・リオーダン∥著  

金原瑞人∥訳 小林みき∥訳 

ほるぷ出版 

アラゲイジアの物語 1 [英] クリストファー・パオリーニ∥作  

大嶌双恵∥訳 

静山社 

イッカボッグ [英] J.K.ローリング∥著 松岡佑子∥訳 

イッカボッグ挿絵コンテスト入選者∥

イラストレーション 

静山社 

オール★アメリカン★ボーイズ [英] ジェイソン・レノルズ∥著  

ブレンダン・カイリー∥著  

中野怜奈∥訳 

偕成社 

グレッグのダメ日記  

～なんとかなるさ～ [英] 

ジェフ・キニー∥作  

中井はるの∥訳 

ポプラ社 

ぞうくんかいぞくになる [英] セシル・ジョスリン∥作  

レナード・ワイスガード∥絵  

小宮由∥訳 

出版ワークス 

タイム・ジャンパーズ 1 [英] ウェンディ・マス∥作  

那須田淳∥訳 よん∥絵 

文響社 

チェリーシュリンプ 

〜わたしは、わたし〜 [朝鮮]  

ファンヨンミ∥作 吉原育子∥訳 金の星社 

ぼくと石の兵士 [英] リサ・トンプソン∥著  

櫛田理絵∥訳 

PHP研究所 

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 

 

SF・推理（2冊） 

書名 著者名 出版者 

1 話 10分謎解きホームルーム 日本児童文芸家協会∥編 新星出版社 

ぬいぐるみ犬探偵リーバーの冒険 鈴木りん∥著 KADOKAWA 

 

詩（1冊） 

書名 著者名 出版者 

万葉の恋うた 上野誠∥監修 花村えい子∥絵 こど

もくらぶ∥編 

ミネルヴァ書房 
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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 1 月６日(水)～2 月 4 日(木)  「みんなのにんきもの 猫」 


