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とくべつへん

ひともっこ 特別篇 vｏｌ.

児童室
夏のおすすめ本
週刊

令和 3 年（2021 年）7 月 1 日刊
滋賀県立図書館 児童室
次号は 7 月 8 日刊行予定

- その 1 -

新しくでた外国の絵本を紹介予定です
とくべつへん

ひともっこ 特別篇は、7～9 月の毎週木曜日に刊行予定です。

ひともっこ

とくべつへん

特別篇

vol.１（7 月 1 日）

ピックアップ

新刊pickup 3

今回は 日本の 絵本

❶『チーターじまんのてんてんは』
みやけ ゆま∥作 BL 出版 2021 年 5 月刊
ハーックション！
なんと チーターじまんの てんてんが くしゃみで とんでいっちゃった！
てんてんが ついた どうぶつたちも くしゃみ くしゃみ くしゃみ！
そのたびに てんてんは ひらひら ひらひら。
チーターは てんてんを とりもどすことが できるのでしょうか？
それとも・・・。

❷『ねたふりゆうちゃん』 ❸『まよなかのトイレ』
(MOE のえほん)
阿部 結∥著 白泉社 2021 年 3 月刊

まるやま あやこ∥さく
福音館書店 2021 年４月刊

ゆうちゃんはねたふりをするのが大好き。だ
って、ゆうちゃんが ねたふりをすると おかあ
さんが やさしくだっこして おふとんにつれ
ていってくれるから。
けれど、あるひ こうえんに
いったとき、おしっこに おか
あさんがいった すきに ねた

まよなか、トイレに いきたくなって めが
さめた ひろこ。おかあさんは あかちゃんの
おせわで いそがしそう。ひろこは ぬいぐる
みの みいこを つれて、ひとりで トイレに
いってみることに しました。
くらくて こわい ろうか
を、みいこの しっぽに つ

ふりをしたゆうちゃんですが、
なかなか おかあさんが帰って
きません。不安になったゆう
ちゃんは とうとう うっすら目をあけて…。
きみも、本を読みおわると ゴロンと ねころ
がって ゆうちゃんの まねを したくなること
まちがいなしです。

かまって、なんとか トイレ
の まえまで くると、なに
やら なかに いるみたい？
ひろこは ぶじに トイレを
すませることが できるの でしょうか。
まよなかの ちいさな ぼうけんの おはな

あ

べ

ゆい

しです。

いよいよ 7 月場所！！
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- 相撲の世界 ♦『はっきょい どーん』
やまもと ななこ∥作
講談社 2015 年 9 月刊
請求記号：JB-E1-ハ
♦『おおずもうがやってきた』
にしむら

すもう

はなし

相撲のお 話
- おすもうしているの だれ？ ♦『どすこいすしずもう』
アン マサコ∥作
講談社 2018 年 5 月刊
請求記号：7-E1-ト
♦『こぐまちゃん おやすみ』

しげお

西村 繁男∥さく
福音館書店 1984 年刊
請求記号：7-EC-オ
♦『りきしのほし』
かとう

もり

やす

加藤 休ミ∥著
イースト・プレス 2013 年 7 月刊
請求記号：J-E1-リ
♦『おすもうさん』
ことつるぎ

じゅん や

琴 剣 淳 弥∥作
小峰書店 1996 年 7 月刊
請求記号：7-EC-オ
♦『おれ、よびだしになる』
なかがわ

ひ さ

し

わかやま けん∥え 森 比左志∥著
わだ よしおみ∥著
こぐま社 1973 年 10 月刊
請求記号：JS-E1-コ
はたけ ば し ょ

♦『はっきよい 畑 場所』
かがくい ひろし∥作
講談社 2008 年 8 月刊
請求記号：J-E1-ハ
♦『ぞうきばやしのすもうたいかい』
ひろの

た か

こ

ひろの

けんいち

広野 多珂子∥作 廣野 研一∥絵
福音館書店 2016 年 6 月刊
請求記号：J-E1-ソ

いしかわ

中川 ひろたか∥文 石川 えりこ∥絵

アリス館 2019 年 12 月刊
請求記号：J-E1-オ

- ちょっとへん？ ♦『とっています』
いちはら

じゅん

市原 淳 ∥作
世界文化ワンダークリエイト
2021 年 1 月刊
請求記号：J-E1-ト
♦『たぷの里』
ふじおか

たく た ろ う

藤岡 拓太郎∥さく・え
ナナロク社 2019 年 7 月刊
請求記号：7-2019-7

- みんわ・むかしばなし ♦『ねずみのすもう』
ひぐち

あつし

おざわ

ただし

ふたまた

えいごろう

樋口 淳 ∥ぶん 二俣 英五郎∥え
ほるぷ出版 1986 年 7 月刊
請求記号：JH-E1-ネ
♦『かっぱのすもう』
おおた

だいはち

小沢 正 ∥文 太田 大八∥画
教育画劇 2003 年 8 月刊
請求記号：JH-E1-カ
♦『はっけよいのびんぼうがみ』
まつたに

こ

ながの

こ

松谷 みよ子∥文 長野 ヒデ子∥絵
フレーベル館 1994 年 4 月刊
請求記号：7-E1-ハ

