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🌼今月の pickup  

『ふゆのコートをつくりに』 石井睦美∥文 布川愛子∥絵 ブロンズ新社 

 きのうまで落ち葉であそんでいたのに、けさは一面の雪景色。うさぎのさきちゃ

んは、お母さんがむかし着ていたコートをもらうが、さきちゃんにはまだ大きい。

そこで、森で評判のしたてやさん、ミコさんに、したて直してもらうことに。 

 お母さんの思い出のコートは、どんなふうに生まれ変わるのか？ 

 ボタンや裏地を選ぶ場面では、色とりどりの材料が描かれ、読者も一緒に選ぶ楽

しさを味わうことができる。「おようふく絵本」シリーズの 3作品目となる絵本。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 10月受け入れ分：87冊） 

日本の絵本（45冊） 

書名 著者名 出版者 

あのこ 樋勝朋巳∥作 ブロンズ新社 

あんぱんまんとごりらまん 

（やなせたかしのあんぱんまん 1973） 

やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 

いねむりおばあちゃんとぼく 高畠じゅん子∥さく・え 国土社 

いろいろのりもののりたいな おおでゆかこ∥作 アリス館 

おイモだ、ほい! 服部千春∥作 ほそいさつき∥絵 岩崎書店 

おすしがふくをかいにきた 

（MOEのえほん） 

田中達也∥作 白泉社 

おばあちゃんスプーン ふくだじゅんこ∥さく 大日本図書 

きょうはおうちでうんどうかい 

（おうちほいくえん） 

新井悦子∥さく 

小林ゆき子∥え 

岩崎書店 

   

   

   

   

   

   

   

 

2022 年 11 月 501 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 

雨で運動会が中止でも、大丈夫！家の

なかでも楽しめる運動会のアイデアが

いっぱいの絵本。 
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書名 著者名 出版者 

くるまね?でんしゃさ! うちむらたかし∥作 クレヨンハウス 

くろ（講談社の創作絵本） きくちちき∥作 講談社 

さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢としひこ∥文 みやにしたつや∥絵 金の星社 

   

   

   

   

   

   

   

ぞうさんのおてがみ 飯島敏子∥原作 いもとようこ∥文・絵 ひかりのくに 

それいけ!アンパンマン（やなせたかしのあ

んぱんまん 1973） 

やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 

タオルちゃん（はじめての絵本たいむ） 室井滋∥さく ひらぎみつえ∥え 金の星社 

だじゃれむかしむかし 長谷川義史∥作 理論社 

ちいさいおねえちゃん（えほんのぼうけん） いとうみく∥作 えがしらみちこ∥絵 岩崎書店 

チキカングー 樋勝朋巳∥作 こぐま社 

チュッチュとチョピーなにができるかな? 新井洋行∥作 小林ゆき子∥絵 ひさかたチャイルド 

月夜の晩のとおり雨（妖会録ようかいろく） 大野隆介∥作 ロクリン社 

   

   

   

   

   

   

   

てあらイーモうがイーモ わたなべあや∥絵 きだにやすのり∥文 ひかりのくに 

ねことことり たてのひろし∥作 なかの真実∥絵 世界文化ブックス 

バジとばじくん 松丘コウ∥作・絵 フレーベル館 

橋の上で 湯本香樹実∥文 酒井駒子∥絵 河出書房新社 

ぴかぴかドキドキ 改訂（新しいえほん） あきやまただし∥作・絵 金の星社 

ひとがみたらカエルになあれ 

（日本むかしばなし） 

いもとようこ∥文・絵 金の星社 

ひみつのえんそく（童心社のおはなしえほん） かわしまえつこ∥作 武田美穂∥絵 童心社 

ひよこどこどこ（講談社の幼児えほん） やまだだり∥作 講談社 

ふうせんくまくん 改訂（新しいえほん） あきやまただし∥作・絵 金の星社 

   

卒園ソングが絵本化されました。 

雨宿りで立ち寄った古い屋敷。そこは妖怪が

棲みつく恐ろしい場所だった。 

「ようかいろく」シリーズ第３作。 

ページのあちこちに妖怪が隠れています。 
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書名 著者名 出版者 

ふゆのコートをつくりに 今月の pickup 石井睦美∥文 布川愛子∥絵 ブロンズ新社 

ペティおばさんの台所 竹中マユミ∥[作] 偕成社 

へんしんロボット（新しいえほん） あきやまただし∥作・絵 金の星社 

ぼうし（講談社の創作絵本） こみねゆら∥作 講談社 

ぼくとお山と羊のセーター 飯野和好∥作 偕成社 

ぽすくまのおてがみりょこう（MOE のえほん） 中丸ひとみ∥え 坂井治∥ぶん 白泉社 

ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよたかずひこ∥著 アリス館 

みかんくんがね・・（おいしいともだち） とよたかずひこ∥さく・え 童心社 

めがねどろぼう（桂文我のまぬけなどろぼう） 桂文我∥ぶん 荒戸里也子∥え BL出版 

ゆめぎんこうおじいちゃんのおともだち

（MOEのえほん） 

コンドウアキ∥著 白泉社 

ようかいむらのうきうきクリスマス たかいよしかず∥作・絵 国土社 

よなかのさんぽ おかねよしき∥著 エイチエス 

よるのやおやさん 穂高順也∥文 田中六大∥絵 文溪堂 

リスタクシー もとやすけいじ∥著 佼成出版社 

りんごのまほう れいぞうこのそこのそこ うえだしげこ∥さく・え 教育画劇 

ルイの冒険（講談社の創作絵本） 南部和也∥文 宇野亞喜良∥絵 

田島征三∥友情共作 

講談社 

ルンバさんと 105つごちゃんのそりすべり モカ子∥さく・え ひかりのくに 

 

外国の絵本（18冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

アルメット[ドイツ語] トミー・ウンゲラー∥作 谷川俊太郎∥訳 好学社 

ウェリントンのおおきいおでかけ［英語］ スティーブ・スモール∥絵と文 

青山南∥訳 

化学同人 

エルマーのたんじょうび?［英語］ デビッド・マッキー∥ぶんとえ 

きたむらさとし∥やく 

BL出版 

おうかんはだれのもの［英語］ ケアリー・フェイガン∥文 

ディーナ・シーファリング∥絵 

橋本あゆみ∥訳 

化学同人 

おおきいかいぶつはなかないぞ! 

（おおきいかいぶつとちいさいかいぶつ 2）

［アイスランド語］ 

アウスロイグ・ヨウンスドッティル∥

絵・文 

カッレ・ギュットレル∥文 

ラーケル・ヘルムスダル∥文 

朱位昌併∥訳 

ゆぎ書房 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おまえたち、くっちゃうぞ～!［英語］ ジョン・ヘア∥さく 万木森玲∥やく 岩崎書店 

きみのうたをきかせて［英語］ ケアリー・フェイガン∥文 

ディーナ・シーファリング∥絵 

橋本あゆみ∥訳 

化学同人 

きょうりゅうかくれんぼ［英語］ アレックス・ラティマー∥作 

聞かせ屋。けいたろう∥訳 

KADOKAWA 

   

   

   

   

   

   

   

きょうはふっくらにくまんのひ［英語］ メリッサ・イワイ∥作 横山和江∥訳 偕成社 

ことばとふたり［英語］ ジョン・エガード∥ぶん 

きたむらさとし∥え・やく 

岩波書店 

こねこのトムのおはなし 

（絵本ピーターラビット 8）［英語］ 

ビアトリクス・ポター∥作・絵 

川上未映子∥訳 

早川書房 

しかくいののじかん［英語］ パメラ・ポール∥ぶん 

ベッキー・キャメロン∥え 

ギョウ・ヤマグチ∥やく 

イマジネイション・

プラス 

じぶんのきもちみんなのきもち［英語］ サラ・オレアリー∥さく 

チィン・レン∥え 

おおつかのりこ∥やく 

あかね書房 

とびらのむこうにドラゴンなんびき? 

［英語］ 

ヴァージニア・カール∥作・絵 

松井るり子∥訳 

徳間書店 

ひげねずみサミュエルのおはなし 

あるいは、ねんねこロール 

（絵本ピーターラビット 16）［英語］ 

ビアトリクス・ポター∥作・絵 

川上未映子∥訳 

早川書房 

びんからだしてごらん［英語］ デボラ・マルセロ∥作 

なかがわちひろ∥訳 

光村教育図書 

まよなかの魔女たち［英語］ エイドリアン・アダムズ∥作・絵 

野口絵美∥訳 

徳間書店 

わくわくどうぶつアパート［フランス語］ マリアンヌ・デュブク∥作 

ふしみみさを∥訳 

光村教育図書 

 

様々な恐竜たちがかくれんぼしています。同

著者の他作品に登場する「あれ」も見つかる

かも？ 
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ちしきの絵本（24冊） 

書名 著者名 出版者 

あさよる、なつふゆちきゅうはまわる  

新装版 地球のはなし 

（かこさとしの地球のかがくえほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

アミとランのおとなになるまえの性の絵本 1 安藤由紀∥作・絵 岩崎書店 

あめ、ゆき、あられ、くものいろいろ  

新装版 雨と雲のはなし 

（かこさとしの地球のかがくえほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

イツァーク ヴァイオリンを愛した少年 トレーシー・ニューマン∥文 

アビゲイル・ハルピン∥絵 

廣津留すみれ∥訳 

音楽之友社 

   

   

   

   

   

   

   

うに とげとげいきものきたむらさきうにのひみつ

（海のナンジャコリャーズ 3） 

吾妻行雄∥文 青木優和∥文 

畑中富美子∥絵 

仮説社 

きのこぼうやともりのおしごと やまだみかこ∥[作] WAVE出版 

くるま!くるま!くるま!  

はたらくくるまだいしゅうごう 

まるはま∥絵・原案 

おともだち・たのしい幼稚園編集チー

ム∥文・編集 

講談社 

けいさつのずかん（学研のえほんずかん 1 巻） 山田タクヒロ∥絵 志保澤利一郎∥監修 学研プラス 

ケーキのずかん（学研のえほんずかん 2 巻） 植田まほ子∥絵 小林由季∥絵 

辻製菓専門学校∥監修 

学研プラス 

ことばどんどんたべもの  

いちごいちばんごちそうさま 

内田麟太郎∥文 山本明義∥写真 

ピクスタ∥写真  

KST・クリエイションズ∥写真 

ひかりのくに 

ことばどんどんどうぶつ  

ぱんだあそんだころんだおきた 

内田麟太郎∥文 内山晟∥写真 

ピクスタ∥写真 

KST・クリエイションズ∥写真 

ひかりのくに 

ささやくかぜうずまくかぜ 新装版  

風のはなし（かこさとしの地球のかがくえほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

じめんがふるえるだいちがゆれる 新装版 

地震のはなし（かこさとしの地球のかがくえほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

   

ヴァイオリンの巨匠、イツァーク・

パールマンの少年時代を描いた絵

本です。 
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書名 著者名 出版者 

しゃしん 100てんでんしゃのあいうえお 

カタカナ・ローマ字つき 

マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ

∥写真 

久保田敦∥写真 

交通新聞クリエイト∥写真 

交通新聞社 

障害があってもいっしょだよ! 1 

自閉症のあるぼくの毎日 

マリ・シュー∥文 

イザベル・ムニョス∥絵 

上田勢子∥訳 

大月書店 

障害があってもいっしょだよ! 2 

ADHDのあるわたしの毎日 

マリ・シュー∥文 

イザベル・ムニョス∥絵 

上田勢子∥訳 

大月書店 

すかしてビックリ!手のしくみ イダン・ベン=バラク∥作 

ジュリアン・フロスト∥作 

宮坂宏美∥訳 

あすなろ書房 

地球をまもるってどんなこと?  

小学生のわたしたちにできること 

ジョージ Y ハリソン∥作 

たかしまてつを∥絵 

日本科学未来館∥監修 

KADOKAWA 

どこ? ほんのなかのさがしもの（講談社の

創作絵本） 

山形明美∥作 市川守∥撮影 講談社 

ななちゃんのてあらい つがねちかこ∥著 

坂本昌彦∥監修 

赤ちゃんとママ社 

はばたけ!バンのおにいちゃん とうごうなりさ∥作 

上田恵介∥監修 

出版ワークス 

   

   

   

   

   

   

   

ひをふくやまマグマのばくはつ 新装版 火

山のはなし（かこさとしの地球のかがくえ

ほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

よあけゆうやけにじやオーロラ 新装版 太

陽のはなし（かこさとしの地球のかがくえ

ほん） 

かこさとし∥絵と文 農山漁村文化協会 

   

   

ぼくは、もうじきおにいちゃんになる。水鳥・

バンの「おにいちゃん」の成長を描いた版画

の絵本。 
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書名 著者名 出版者 

レイチェル・カーソン物語  

なぜ鳥は、なかなくなったの? 

ステファニー・ロス・シソン∥文・絵 

上遠恵子∥監修 

おおつかのりこ∥訳 

西村書店 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

『沈黙の春』で環境保護運動に大きな

影響を与えたレイチェル・カーソンの

伝記絵本。 
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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 

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

児童室からのお知らせ 

      ○児童室展示 11月 17日（木）～12月 25日（日）クリスマス展示 

      ○おはなし会 11月 18日（金）午前 11時～ 

       県立図書館 1階 談話室 ※第 3金曜日に開催 

       ※県が示すレベル 2以下のステージでのみ開催します。 

 

 

 

🌼児童図書研究室とは？ 

 児童図書研究室は、次のコレクションを実際に手に取ってごらんいただけるお部屋です。 

１ 読み聞かせ用大型絵本・紙芝居 

２ 選定用絵本・読み物（2段ラベル） ※過去 3年分 

３ 児童全件購入図書（1段ラベル） ※過去 3年分 

４ 児童研究図書（参考書） 

５ 各出版社販売目録 

６ 学校図書館支援用図書（研究室内にありません。請求に応じてお出しします。） 

 

🌼どうやって利用するの？ 

児童室カウンターでお声かけください。申込書に必要事項をご記入いただいたうえで、 

ご利用いただけます。 ※大人の方がご利用いただけます。子どもは入れません。 

 

 

🌼児童図書研究室のご案内 

 


