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🌼今月の pickup  

『おひさまがおちないように』  

チュチョンリャン∥絵 クオツェンユアン∥文 青山大樹∥訳 廣部尚子∥訳 ライチブックス 

 夜が明けて、おひさまがのぼってくると、山の上では、おひさまのひかりを 

浴びてポカポカになった動物たちが大喜び。ところが、お昼が過ぎて、おひさ 

まが落ちていくと、あわてた動物たちはあの手この手でおひさまを支えようと 

する。 

 ユーモラスな話と愛らしい動物の表情にも惹かれるが、原画を高精細に印刷 

した紙面も見ごたえがある。塗り重ねられて立体感を持った色、毛先の一本一 

本までわかるような画家の筆跡も再現され、単色で描かれた背景でさえ存在感 

があり、まるで画集のような「絵の本」である。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 1月受け入れ分：56冊） 

日本の絵本（16冊） 

書名 著者名 出版者 

オカピぼうやのちいさなぼうけん 岸本真理子∥作 長谷川義史∥絵 ひさかたチャイルド 

おにたくんのおにぎり はしもとえつよ∥作・絵 ひさかたチャイルド 

おはいんなさいえりまきに 改訂 角野栄子∥作 牧野鈴子∥絵 金の星社 

おめんです 3（あっ!とおどろくしかけえほん） いしかわこうじ∥作・絵 偕成社 

おもちちゃん きたがわめぐみ∥作 アリス館 

かめれおんせん 林木林∥作 喜湯本のづみ∥絵 ひさかたチャイルド 

クロべぇ ふくだいわお∥作 光村教育図書 

こねこが まつおかたつひで∥著 めくるむ 

だれかさんのかたっぽてぶくろ すずきみほ∥作 ほるぷ出版 

どうしてパパとけっこんしたの? どうぶ

つたちそれぞれのこたえ（日本傑作絵本シリーズ） 

桃戸栗子∥作 福音館書店 

ともだち 内田麟太郎∥詩 南塚直子∥絵 小峰書店 

ねこまたごよみ（ポプラ社の絵本 80） 石黒亜矢子∥作・絵 ポプラ社 

やさいのがっこう 

いちごちゃんはやさいなの?（MOE のえほん） 

なかやみわ∥さく 白泉社 

やさしいきもちのおすそわけ へこだれん∥さく 石風社 

ようかいむらのにこにこまめまき たかいよしかず∥作・絵 国土社 

ランディーときいろのトラック そら∥作・絵 学研プラス 
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外国の絵本（11冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おばあさんとトラ[オランダ] ヤン・ユッテ∥作・絵 西村由美∥訳 徳間書店 

おひさまがおちないように[中国] 

今月のｐickup 

チュチョンリャン∥絵 クオツェン

ユアン∥文 青山大樹∥訳 

ライチブックス 

カメレオンくんきみのいろにへ～んしん! 

[オランダ] 

アニータ・ビスタボシュ∥文・絵 

おおはまちひろ∥訳 

パイインターナシ

ョナル 

こんなかお、できる? [英] ウィリアム・コール∥さく トミー・

ウンゲラー∥え こみやゆう∥やく 

好学社 

サーカスからにげたクマ、グラシャ[英] バーバラ・バステッター・フォーク

∥絵と文 佐々木賀世子∥訳 

鳥影社 

しあわせぎゅ～っ! [英] ジーン・リーディ∥文 ジョーイ・

チョウ∥絵 木坂涼∥訳 

岩崎書店 

スリー 3 ぼんあしのしあわせなイヌのお

はなし（imagination unlimited）[英] 

スティーヴン・マイケル・キング∥

ぶん え 神野三鈴∥やく 

イマジネイショ

ン・プラス 

せかいでいちばんのばしょ[英] ペトル・ホラチェック∥さく 

いわじょうよしひと∥やく 

BL 出版 

ボクサー イランの絵本 

（世界と出会う絵本）[ペルシア] 

ハサン・ムーサヴィー∥作  

愛甲恵子∥訳 

トップスタジオ

HR 

ママのうちとパパのうち  

わたしのおうちはふたつある[英] 

メラニー・ウォルシュ∥さく 

おおはまちひろ∥やく 

光文社 

ワシントン・アーヴィングのリップ・ヴ

ァン・ウィンクル[英] 

ワシントン・アーヴィング∥原作 トマス・

ロッカー∥絵 アシュリー・フェナー∥文 

小鳥遊書房 

 

ちしきの絵本（11冊） 

書名 著者名 出版者 

ウイルスがからだにはいると、どうなるの?  

はなからはいりやすいウイルスのはなし 

大久保祐輔∥作・監修 

ミヤザキ∥絵 

岩崎書店 

ガンディー  

（小さなひとりの大きなゆめ） 

マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ∥文 

アルベール・アラジャス∥絵 竹中千春∥訳 

ほるぷ出版 

ちきゅうのための 1 じかん あかりをけそ

う!アースアワー（児童図書館・絵本の部屋） 

ナネット・ヘファーナン∥さく バオ・ルー

∥え おがわひとみ∥やく 

評論社 

伝え守る アイヌ三世代の物語 宇井眞紀子∥写真・文 少年写真新聞社 

トゲトゲくんはね、 クォンジャギョン∥ぶん ハワン∥

え いくたみほ∥やく 

パイインターナシ

ョナル 

どうぶつえんにいらっしゃい 本木洋子∥文 しろぺこり∥絵 新日本出版社 

なぜおいしゃさんへいくの? 

（からだの「なぜ?」えほん） 

カーラ・フローランス∥作・絵  

岩田健太郎∥監修 

文響社 



3 

 

書名 著者名 出版者 

にほんのにんきもの 

（コドモエのえほん） 

かとーゆーこ∥え みやもとがらく

∥ぶん 中野由貴∥監修 

白泉社 

ぼくらのパパは、だいとうりょう  

ほごけんメイジャー、ホワイトハウスへ! 

ジョイ・マカラ∥さく シェイダ・アブヴァ

ビ・ベスト∥え こじまけいこ∥やく 

KADOKAWA 

みんなみんなすてきなからだ タイラー・フェーダー∥さく 

すぎもとえみ∥やく 

汐文社 

山の上に貝がらがあるのはなぜ? 

はじめての地質学 

アレックス・ノゲス∥文 ミレン・ア

シアイン=ロラ∥絵 宇野和美∥訳 

岩崎書店 

 

日本のよみもの（15冊） 

書名 著者名 出版者 

馬と明日へ（ノベルズ・エクスプレス） 杉本りえ∥作 結布∥絵 ポプラ社 

大どろぼうジャム・パン ゆうかいされた

おじいさん （わくわくえどうわ） 

内田麟太郎∥作 

藤本ともひこ∥絵 

文研出版 

落窪物語  

かわいそうな姫君と勇敢な侍女の友情と冒険 

花形みつる∥編訳・絵 偕成社 

大人になるまでに読みたい 15 歳のエッセイ 1 和合亮一∥編・エッセイ ゆまに書房 

かえるのエルのお母さんになりたい! 

（本はともだち♪22） 

乗松葉子∥さく おおでゆかこ∥え ポプラ社 

ガラスの魚 山下明生∥著 宇野亞喜良∥画 理論社 

答えは風のなか 重松清∥著 ミロコマチコ∥絵 朝日出版社 

この指とどけ すべての人に健康と福祉

を（おはなし SDGs） 

村上しいこ∥作 

山田花菜∥絵 

講談社 

サクラの川とミライの道 住み続けられ

るまちづくりを（おはなし SDGs） 

稲葉なおと∥作 中村至宏∥絵 

稲葉伸次∥監修 

講談社 

探検!いっちょかみスクール  

怪盗の後継者編 

宗田理∥作 静山社 

たんじょうびはジェットコースター 

（とっておきのどうわ） 

こすぎさなえ∥作 長谷川義史∥絵 PHP 研究所 

探偵 VS 怪盗謎解き推理バトル 桐谷直∥著 酒井以∥絵 ナツメ社 

ほんとのママはゴールドマリー 板橋雅弘∥作 平田景∥絵 岩崎書店 

ようかい村のようかいばあちゃん 最上一平∥作 種村有希子∥絵 新日本出版社 

よそんちの子 いとうみく∥文 池辺葵∥絵 ほるぷ出版 

 

外国のよみもの（2冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おとなってこまっちゃう[スペイン] ハビエル・マルピカ∥作 宇野和美

∥訳 山本美希∥絵 

偕成社 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

プーさんの戦争 世界一有名なクマのお話

（児童図書館・文学の部屋）[英]  

リンジー・マティック∥文 ジョシュ・グリーン

ハット∥文 ソフィー・ブラッコール∥絵 

評論社 

 

昔話（1冊） 

書名 著者名 出版者 

むかしむかし 1 

天の岩戸/ヤマタノオロチ/いなばの白うさぎ 

内田麟太郎∥文 ザ・キャビンカン

パニー∥絵 

文溪堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 月 4 日(金)～2 月 17 日(木)  「ほんがいっぱい たのしさいっぱい」展 

 

 

 


