
🌼今月の pickup 

『徳治郎とボク』  花形みつる著 理論社 

 ボクのお祖父ちゃんの名前は「徳治郎」。自分のやり方を 

曲げない頑固な性格だけれど、ボクはお祖父ちゃんの小さい頃の 

話を聞くのがおもしろくて好きだった。ある日、お祖父ちゃんが 

病気で倒れた。余命がわずかでも最後まで自分を貫くお祖父ちゃん

との日々を、ボクはどうやって過ごすのだろうか。 

 両親の離婚や不登校になったいとこの存在など、家族の在り方が変化していく中で、 

ボクは迷いながらもお祖父ちゃんの死を受けとめ成長していく。 

 これまで毎月の新刊の中から、職員が選んだ絵本・読み物・ちしきの本を紹介してきました。

今後は子どもの読書に関わる方々に向けて、児童書の新刊のうち研修・選定用資料（図書）と

して購入した絵本・読み物を紹介します。 
  
🌼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、実

際に本を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

に、また、子どもの本に関する講座・研修の場でも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。そこで県立図書館では、「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）は県立図書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、研修会等での展示にもご利用いただけます。事前に児童室までご

相談ください。 

 

🌼新しく入った本  （2019年４月～５月） 

日本の絵本 

書名 著者名 出版者 

あのこのたからもの 種村有希子∥作 ブロンズ新社 

いないいないばあさん 佐々木マキ∥[著] 偕成社 

うみどりの島 寺沢孝毅∥文 あべ弘士∥絵 偕成社 

おかえりなさいアレックス 高林麻里∥作 講談社 

おたすけトミーでばんだよ! いしいひろし∥著 白泉社 

おばけおばけおばけ!! おざわよしひさ∥作・絵 岩崎書店 

かめくんのさんぽ なかのひろたか∥さく・え 福音館書店 

きょうなにしてた? はまのゆか∥さく あかね書房 

げそすけとじいじとばあば 益田ミリ∥作 平澤一平∥絵 あかね書房 

げんこつやまのたぬきさん 長野ヒデ子∥作・絵 のら書店 

こんなかおできる? 礒みゆき∥作・絵 ひさかたチャイルド 

ダジャレーヌちゃん世界のたび 林木林∥文 こがしわかおり∥絵 303BOOKS 

DJ YOYO おおなり修司∥文 飯野和好∥絵 絵本館 

てっかくん さとうめぐみ∥作・絵 教育画劇 

どうぶつパンやさん さとうめぐみ∥作・絵 ひかりのくに 

どたんばたんおるすばん 松田奈那子∥作 あかね書房 

とんかちこぞうとねこざかな わたなべゆういち∥作・絵 フレーベル館 

ななちゃんのはみがき つがねちかこ∥著  赤ちゃんとママ社 

ねむねむごろん たなかしん∥作・絵 KADOKAWA 

ノラネコぐんだんふねにのる 工藤ノリコ∥著  白泉社 

パンダのパンやさん 岡本よしろう∥作・絵 金の星社 

ぼく、うそつかない! よこやまみちよ∥ぶん  

きむらだいすけ∥え 

集文社 

まめしば 荒井良二∥作 キムソクウォン∥作 小学館 

もじもじこぶくん 小野寺悦子∥ぶん きくちちき∥え 福音館書店 
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子どもの本新刊情報 

 

🌼子どもの本の新刊おたより「ひともっ子」をリニューアルします！ 
 



ゆりかごのうた 北原白秋∥詩 高見八重子∥絵 ひさかたチャイルド 

ようかいむらのじごくえんそく たかいよしかず∥作・絵 国土社 

 

外国の絵本 

書名 著者名 出版者 

おでかけおでかけ フィリス・ゲイシャイトー∥ぶん 

デイヴィッド・ウォーカー∥え 

福本友美子∥やく 

岩崎書店 

おなかがすいたよジョーンズさ

ん! 

リチャード・スキャリー∥さく 

木坂涼∥やく 

好学社 

おやゆびひめ アンデルセン∥作 カンタン・グ

レバン∥絵 松井るり子∥再話 

岩波書店 

はなくそだいピンチ! マルジック∥さく・え モリソー

∥さく・え ふしみみさを∥やく 

汐文社 

はりねずみのぼうけん ディック・ブルーナ∥ぶんえ 

まつおかきょうこ∥やく 

福音館書店 

ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ∥作 

なかがわちひろ∥訳 

廣済堂あかつき 

ぺんぎんのぴむとぽむ ディック・ブルーナ∥ぶんえ 

まつおかきょうこ∥やく 

福音館書店 

ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ∥文 

酒井駒子∥絵・訳 

あすなろ書房 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちしきの絵本 

書名 著者名 出版者 

あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇初枝∥編 ひろせべに∥絵 福音館書店 

あそびうたするものよっといで 中脇初枝∥編 ひろせべに∥絵 福音館書店 

イワシ 大片忠明∥さく 福音館書店 

ウィリアム・モリス 123 ウィリアム・モリス∥オリジナル

デザイン リズ・キャッチポール

∥イラスト 

東京書店 

ウィリアム・モリス ABC ウィリアム・モリス∥オリジナル

デザイン リズ・キャッチポール

∥イラスト 

東京書店 

うまれたよ!イモリ 関慎太郎∥写真・文 岩崎書店 

うまれたよ!クラゲ 武田晋一∥写真  

ボコヤマクリタ∥構成・文 

岩崎書店 

おばあちゃんのアラッ? 長谷川舞∥著 尾崎文春∥著 

池田蔵人∥絵 

少年写真新聞社 

きょうりゅうのおおきさってどれ

くらい? 

大島英太郎∥さく 福音館書店 

ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所∥さく 

内山悠子∥え 

視覚デザイン研究所 

ねこのずかん 大森裕子∥作 白泉社 

われから 青木優和∥文 畑中富美子

∥絵 

仮説社 

たべたらうんち!   ひさかたチャイルド 

 

日本のよみもの 

書名 著者名 出版者 

おしりたんてい  

かいとうとねらわれたはなよめ 

トロル∥さく・え ポプラ社 

40 年以上読みつがれてきた絵本が 

新たな訳とイラストで刊行されました。 

 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784751529515


おれんち、動物病院 山口理∥作 文研出版 

こちら妖怪お悩み相談室 清水温子∥作 岩崎書店 

今昔百鬼夜行 1～4   教育画劇 

空飛ぶのらネコ探険隊  

ムジナーとのっとられたのら号 

大原興三郎∥作 文溪堂 

大渋滞 いとうみく∥作 PHP 研究所 

ちいさなハンター 佐藤まどか∥作 講談社 

徳治郎とボク 花形みつる∥著 理論社 

初恋まねき猫 小手鞠るい∥著 講談社 

ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ∥著 理論社 

死 内田百閒∥ほか[著] 汐文社 

 

外国のよみもの 

書名 著者名 出版者 

イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス∥作 

杉田七重∥訳 

小学館 

こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー

∥作 小宮由∥訳 

岩波書店 

THE LAND OF STORIES 4 クリス・コルファー∥著 

田内志文∥訳 

平凡社 

すばらしいオズの魔法使い ライマン・フランク・ボー

ム∥作 杉田七重∥訳 

西村書店東京出

版編集部 

物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー∥作 

なかがわちひろ∥訳 

徳間書店 

瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ∥

作 伏見操∥訳 

文研出版 

 

 

 

古典・詩・むかしばなし 

書名 著者名 出版者 

ノウサギのムトゥラ ビヴァリー・ナイドゥー∥作 

さくまゆみこ∥訳 

岩波書店 

ぼくがゆびをぱちんとならして、

きみがおとなになるまえの詩集 

斉藤倫∥著 福音館書店 

おくのほそ道 松尾芭蕉∥作 長尾剛∥文 汐文社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

 

児童室からのお知らせ 

○おはなし会 ７月１９日（金） １１時～ 県立図書館 1 階 談話室 

○児童室展示 ７月１2 日（金）～「戦争と平和を考える」 

○夏休みこどもの本まつり～新しい子どもの本の展示会＆おはなし会～ 

場所：地下 1 階大会議室 申込不要 入場自由 参加費無料  

展示会 

日時：8 月２１日（水）～23 日（金）１０時～１６時   

※展示図書の貸出はできません。 

おはなし会 ※①②とも同じプログラムです。 

日時：8 月 23 日（金）①11時～  ②15時～  

 

 


