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🌼今月の pickup 

『タコやん』  富安陽子・文 南伸坊・絵 福音館 

 ある日、海からタコやんがしょうちゃんの家に来る。しょうちゃんは、遊ぶのを

断る。しかし、ドアのすきまからはいってきたタコやんは、８本の足で上手にゲー

ムをやり、しょうちゃんにほめられる。公園へいっても、タコやんは大活躍する。

夕方になり、タコやんは海へ帰る。しょうちゃんとバイバイする。 

 「ノタコラ ペタコラ」などタコやんの動きを表す擬音語が、楽しい。また、活躍

するときは８本、ほめられて照れる時などは１本、という足の使い方もおもしろい。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）  （2019年 6～7月受け入れ分：221冊） 

 

日本の絵本（105冊） 

書名 著者名 出版者 

アイアイ 相田裕美∥詞 村上康成∥構成・絵 ひさかたチャイルド 

アイスクリームおうこく ナカオマサトシ∥さく  

イヌイマサノリ∥え 

ポプラ社 

あついあつい 垂石眞子∥さく 福音館書店 

あっちがわ イシズマサシ∥作・絵 岩崎書店 

アブラカダブラカタクリコ きたむらさとし∥作 BL 出版 

あまがえるのかくれんぼ たてのひろし∥作  

かわしまはるこ∥絵 

世界文化社 

ありんこおみこし にしはらみのり∥作 小学館 

あるあるいるいるようかいえほん いちよんご∥作絵 金の星社 

いちはちじゅうのもぉくもく 桂文我∥ぶん 長野ヒデ子∥え BL 出版 

いつかはぼくも よしだるみ∥さく・え 国土社 

いまぼくはここにいる かさいまり∥文 星野イクミ∥絵 アリス館 

宇宙オリンピック 中垣ゆたか∥作 くもん出版 

おおいなるだいずいちぞく はしもとえつよ∥作・絵 偕成社 

おおかみさんいまなんじ? 中川ひろたか∥文 山村浩二∥絵 学研プラス 

おかあさんありがとう みやにしたつや∥作絵 金の星社 

おかいものなんだっけ? 宮野聡子∥作 講談社 

おなかがへった マメイケダ∥作 WAVE 出版 

オニのサラリーマンじごくの盆やすみ 富安陽子∥文 大島妙子∥絵 福音館書店 

 

2019 年 8 月 464 号 

滋賀県立図書館 児童室 

 

子どもの本新刊情報 
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書名 著者名 出版者 

おにゃけ 大塚健太∥作 柴田ケイコ∥絵 パイインターナショナル 

おばけのばあ せなけいこ∥さく・え KADOKAWA 

おばけのブルン かわかみたかこ∥作・絵 フレーベル館 

おままごとであそびましょ やぎたよしこ∥ぶん  

わかやましずこ∥え 

童心社 

かくれんぼでもういいかい やぎたよしこ∥ぶん  

わかやましずこ∥え 

童心社 

かさとながぐつ 二宮由紀子∥文 市居みか∥絵 瑞雲舎 

カルガモゆうらんせん もとやすけいじ∥著 佼成出版社 

かわうそモグ 小森香折∥文 長谷川義史∥絵 BL 出版 

999 ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村研∥文 村上康成∥絵 ひさかたチャイルド 

きょうは泣き虫 たけがみたえ∥[作] 好学社 

きょうふのしりとり 武田美穂∥作 ほるぷ出版 

きょうもうれしい えがしらみちこ∥作・絵 理論社 

ぎょうれついろいろ accototo∥さく 幻冬舎 

キリンのあかちゃんがうまれた日 志茂田景樹∥文 木島誠悟∥絵 ポプラ社 

くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわゆみこ∥作 アリス館 

こ～ちょこちょ にへいたもつ∥作  

わたなべさとこ∥絵 

KADOKAWA 

ゴートンさんのじゃがいも 柿田ゆかり∥作・絵 赤ちゃんとママ社 

これなんなん? くりはらたかし∥作 くもん出版 

ころべばいいのに ヨシタケシンスケ∥作 ブロンズ新社 

字のないはがき 向田邦子∥原作  

角田光代∥文  

西加奈子∥絵 

小学館 

ジュース 三木卓∥作 杉浦範茂∥絵 鈴木出版 

しろちゃんとはりちゃん  

なつのいちにち 

たしろちさと∥作・絵 ひかりのくに 

すきすきすき 織茂恭子∥作 アリス館 

すきっていわなきゃだめ? 辻村深月∥作  

今日マチ子∥絵  

瀧井朝世∥編 

岩崎書店 

すきなひと 桜庭一樹∥作  

嶽まいこ∥絵  

瀧井朝世∥編 

岩崎書店 

すだつきたのかわせみ 手島圭三郎∥絵・文 絵本塾出版 

ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ正一∥文 村上康成∥絵 くもん出版 
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書名 著者名 出版者 

そうだソーダ 丸山誠司∥作 くもん出版 

そうめんソータロー 岡田よしたか∥作・絵 ポプラ社 

そこつ長屋 野村たかあき∥文絵  

柳家小三治∥監修 

教育画劇 

そらにげろ 長田真作∥著 岩崎書店 

そらまめくんこんにちは なかやみわ∥さく 小学館 

大福くんのえほん   小学館 

タコやん  富安陽子∥ぶん 南伸坊∥え 福音館書店 

タタタタ りとうようい∥作・絵 鈴木出版 

だっぴ! 北村直子∥作 こぐま社 

たぬきのひみつ 加藤休ミ∥作 文溪堂 

ちいさな島のおおきな祭り 浜田桂子∥文・絵 新日本出版社 

ちきゅうがわれた! 田島征三∥え 国広和毅∥ぶん ひだまり舎 

つるつるプール えぐちよしこ∥作 降矢なな∥絵 PHP 研究所 

どうぶつたちのうた 二宮由紀子∥ぶん 中新井純子∥え 教育画劇 

とおいまちのこと 植田真∥作 nakaban∥絵 佼成出版社 

とじてひらいて 長田真作∥著 高陵社書店 

とりづくし 内田麟太郎∥作 石井聖岳∥絵 鈴木出版 

とんくるりんのおやしきだいぼうけん 三池悠∥著 PHP 研究所 

とんたんイスたん 新井洋行∥作・絵 大日本図書 

ながーいはなでなにするの? 齋藤槙∥さく 福音館書店 

ながしそうめん ささきみお∥作・絵 鈴木出版 

なかよしちびゴジラ さかざきちはる∥作 講談社 

なっちゃんのなつ 伊藤比呂美∥文 片山健∥絵 福音館書店 

夏とおとうとと ふくだいわお∥作 光村教育図書 

なつのいちごのおたんじょうび はしもとまさむ∥さく・え そうえん社 

なまえのないねこ 竹下文子∥文 町田尚子∥絵 小峰書店 

なまけものパーティー 齋藤槙∥作 小学館 

ねこになりたい 山口哲司∥作・絵 出版ワークス 

ノンタンたいそう 1・2・3 キヨノサチコ∥作・絵 偕成社 

ばけばけばけばけばけたくん 

おるすばんの巻 

岩田明子∥ぶん・え 大日本図書 

ばしょうさんとかっぱ 桂文我∥文  

いのぐちまお∥絵 

小学館 

ハッピーボギー くりはらたかし∥作 あかね書房 

ぱぱぱぱぱんつ うえだしげこ∥ぶん・え 大日本図書 

ハーピカせんにん 田中六大∥作 講談社 
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書名 著者名 出版者 

はるとあき 斉藤倫∥作  

うきまる∥作  

吉田尚令∥絵 

小学館 

パンダくんのおつかい いしかわこうじ∥絵・文 ポプラ社 

ぴったんこ 浦中こういち∥作・絵 鈴木出版 

ひょうたんれっしゃ 齋藤槙∥作 アリス館 

ふしぎなやかた 福田義子∥原案  

後路好章∥文  

岡本美子∥絵 

新日本出版社 

ふたごだよ サトシン∥さく 竹内通雅∥え ポプラ社 

ぼくたちハダカデバネズミ 平田昌広∥ぶん 平田景∥え 汐文社 

ぼくはなきました くすのきしげのり∥さく  

石井聖岳∥え 

東洋館出版社 

ポコとモコのどこどこ?まいご 市原淳∥作・絵 ポプラ社 

ほしぞらのきょうりゅうたち なかたみちよ∥さく・え ひかりのくに 

ほたるとばらの花 関英雄∥作 いもとようこ∥絵 ひかりのくに 

ほんだな 新井洋行∥作・絵 偕成社 

本屋のラク くどうかずし∥文 やまぐちぴこ∥絵 出版ワークス 

まよなかのせおよぎ 近藤未奈∥作 講談社 

みかづきちゃんうまれたよ 東君平∥著 亜紀書房 

みなとまちから nakaban∥作 植田真∥絵 佼成出版社 

みんなのおねがい すとうあさえ∥ぶん  

おおいじゅんこ∥え 

ほるぷ出版 

むしホテルとなぞのちかしつ きねかわいつか∥ぶん  

近藤薫美子∥え 

BL 出版 

めがねこのぼうけん 柴田ケイコ∥作 手紙社 

もしもだるまにであったら 山田マチ∥作 福島モンタ∥絵 あかね書房 

森のゲオルグ ノーブスミー∥さく・え 出版ワークス 

やんばるの少年 たじまゆきひこ∥作 童心社 

ようかいむらのびっくりゆうえんち たかいよしかず∥作・絵 国土社 

ようかい川柳 石崎なおこ∥作・絵 教育画劇 

ようこそ海へ 小手鞠るい∥作 えがしらみちこ∥絵 出版ワークス 

よっ、おとこまえ! いがらしあつし∥作・絵 絵本塾出版 

 

 

 

 



5 

 

外国の絵本（33冊） 

書名【原書の言語】 著者名 出版者 

あしたはきっと【英】 デイヴ・エガーズ∥文  

レイン・スミス∥絵  

青山南∥訳 

BL 出版 

アレックスとまほうのふね【英】 キャサリン・ホラバード∥文  

ヘレン・クレイグ∥絵  

こだまともこ∥訳 

徳間書店 

いっしょにおつかい【英】 メアリー・チャルマーズ∥作  

福本友美子∥訳 

岩波書店 

うちゅうじんはいない!?【英】 ジョン・エイジー∥作・絵  

久保陽子∥訳 

フレーベル館 

海ガラスの夏【英】 ミシェル・ハウツ∥文  

バグラム・イバトゥーリン∥絵  

島式子∥訳 

BL 出版 

エジソン～ネズミの海底大冒険～【独】 トーベン・クールマン∥作  

金原瑞人∥訳 

ブロンズ新社 

エミージーンのぼうし【英】 メアリー・チャルマーズ∥作  

福本友美子∥訳 

岩波書店 

おーい、こちら灯台【英】 ソフィー・ブラッコール∥さく  

山口文生∥やく 

評論社 

オレ、おおきくなるのいや【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 

オレ、なんにもしたくない【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 

このほんよんでくれ!【仏】 ベネディクト・カルボネリ∥文  

ミカエル・ドゥリュリュー∥絵  

ほむらひろし∥訳 

クレヨンハウス 

さんびきのおさる【仏】 あべけんじ∥[作] 福音館書店 

しあわせの島へ【蘭】 マリット・テルンクヴィスト∥作・絵  

長山さき∥訳 

徳間書店 

どうぶつたちのだいすきって?【英】 アン・ウィットフォード・ポール∥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 

どうぶつたちのナンセンス絵本【英】 マリー・ホール・エッツ∥詩・絵  

こみやゆう∥訳 

KTC 中央出版 
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書名【原書の言語】 著者名 出版者 

ともだちタワー【独】 ケルスティン・シェーネ∥文・絵  

佐藤淑子∥訳 

パイインターナショナル 

トロピカルテリー【英】 ジャーヴィス∥作 青山南∥訳 BL 出版 

はなくそゆうかいじけん【仏】 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 

ばらいろのかさ【仏】 アメリー・カロ∥文  

ジュヌヴィエーヴ・ゴドブー∥絵  

野坂悦子∥訳 

福音館書店 

ぼくたちはみんな旅をする【英】 ローラ・ノウルズ∥文  

クリス・マッデン∥絵  

石川直樹∥訳 

講談社 

ぼくとどうぶつたちのおんがくかい

【英】 

山田和明∥作・絵 出版ワークス 

ぼっちとぽっち くつしたのおはなし

【英】 

まつばらのりこ∥さく・え 岩崎書店 

ほんとにぜったいあけちゃダメッ !!!

【英】 

アンディ・リー∥作  

林木林∥訳  

ヒース・マッケンジー∥絵 

永岡書店 

まっくろけまっしろけ【英】 マックス・アマート∥さく・え  

いけもとなおみ∥やく 

潮出版社 

ママはスーパーちからもち【英】 ニコラ・ケント∥さく・え  

こばやしれいこ∥やく 

岩崎書店 

マンマルさん【英】 マック・バーネット∥文  

ジョン・クラッセン∥絵  

長谷川義史∥訳 

クレヨンハウス 

みらいのえんそく【英】 ジョン・ヘア∥作 椎名かおる∥文 あすなろ書房 

もみの木【デンマーク】 せなけいこ∥絵  

石井睦美∥文  

ハンス・クリスチャン・アンデルセン

∥原作 

KADOKAWA 

森のあかちゃん【伊】 コゼッタ・ザノッティ∥文  

ルチア・スクデーリ∥絵  

佐藤まどか∥訳 

BL 出版 

もりのおうちのきいちごジュース 

【ヘブライ】 

ハヤ・シェンハヴ∥文  

タマラ・リックマン∥絵  

樋口範子∥訳 

徳間書店 
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書名【原書の言語】 著者名 出版者 

夜のあいだに【英】 テリー・ファン∥作  

エリック・ファン∥作  

原田勝∥訳 

ゴブリン書房 

ロバくんのみみ【英】 ロジャー・デュボアザン∥さく  

こみやゆう∥やく 

好学社 

ワニをつかまえたこざるのおはなし

【仏】 

メイ・ダランソン∥文  

ケルスティ・チャプレ∥絵  

ふしみみさを∥訳 

徳間書店 

 

ちしきの絵本（26冊） 

書名 著者名 出版者 

あいうえオリンピック 中川ひろたか∥文 平澤一平∥絵 くもん出版 

あみ 中川ひろたか∥作 岡本よしろう∥絵 アリス館 

オーロラみつけた 片岡龍峰∥さく 川添むつみ∥さく ジャムハウス 

こんどはなにはこんでるの? スズキサトル∥さく ほるぷ出版 

さかあがり 佐藤弘道∥作 藤本ともひこ∥絵 世界文化社 

さわれるまなべるうみのいきもの ステファニー・ババン∥文  

ナタリー・シュー∥絵  

大浜千尋∥訳 

パイインターナショナル 

しょうがっこうがだいすき うい∥作 えがしらみちこ∥絵 学研プラス 

しょうぎはじめました 間部香代∥文 田中六大∥絵 文研出版 

ずかん!ときょうりゅう 中垣ゆたか∥作・絵 真鍋真∥図鑑監修 赤ちゃんとママ社 

生命のれきし～はじめて読む`進化'の

本～ 

キャサリン・バー∥文  

スティーブ・ウィリアムズ∥文  

エイミー・ハズバンド∥絵  

しまだようこ∥訳  

大越和加∥日本語版監修 

絵本塾出版 

ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ∥作・絵  

福岡伸一∥訳 

岩波書店 

ちいさなハンターハエトリグモ 坂本昇久∥写真・文 ポプラ社 

つき ステイシー・マカナルティー∥原作  

スティービー・ルイス∥絵  

千葉茂樹∥訳 

小学館 

ドーナツのあなのはなし パット・ミラー∥文  

ヴィンセント・X・キルシュ∥絵  

金原瑞人∥訳 

廣済堂あかつき 
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書名 著者名 出版者 

ドラゴンのお医者さん パトリシア・バルデス∥文  

フェリシタ・サラ∥絵  

服部理佳∥訳 

岩崎書店 

なつのおうさまかぶとむし   ひさかたチャイル

ド 

ナマコ天国 本川達雄∥作 こしだミカ∥絵 偕成社 

はたけのごちそうなーんだ?くだもの すずきもも∥作 有村利治∥監修 アリス館 

フシギなさかな 尾﨑たまき∥写真・文 新日本出版社 

減っているってほんと!?日本カエル探

検記 

関慎太郎∥写真・文 少年写真新聞社 

本の声を聞きました ささきみお∥絵 横山寿美代∥監修 少年写真新聞社 

みず 日本地下水学会市民コミュニケーシ

ョン委員会∥監修  

てづかあけみ∥え・ぶん 

パイインターナショナル 

みつけた!水べのいきもの 谷本雄治∥文 石森愛彦∥絵 童心社 

みつけた!りくのいきもの 谷本雄治∥文 石森愛彦∥絵 童心社 

みんなまってるよ! 青山ゆういち∥え  

よこやますみよ∥かんしゅう 

少年写真新聞社 

めぐみの森 藤原幸一∥しゃしん・ぶん 新日本出版社 

 

日本のよみもの（38冊） 

書名 著者名 出版者 

あの空はキミの中 舞原沙音∥作 柚庭千景∥絵 ポプラ社 

あららのはたけ 村中李衣∥作 石川えりこ∥絵 偕成社 

おしっこもらスター 田中六大∥作 あかね書房 

鬼遊び 廣嶋玲子∥作 おとないちあき∥絵 小峰書店 

お絵かき禁止の国 長谷川まりる∥著 講談社 

火星のカレー 斉藤洋∥作 高畠純∥絵 講談社 

きょうからトイレさん 片平直樹∥作 たごもりのりこ∥絵 文研出版 

きょうふ!おばけまつり 吉田純子∥作 つじむらあゆこ∥絵 あかね書房 

こんどこそは名探偵 杉山亮∥作 中川大輔∥絵 偕成社 

さかなつりにいこう! 村上康成∥作 理論社 

ジークの睡眠相談所 春間美幸∥著 長浜めぐみ∥イラスト 講談社 

しずかな魔女 市川朔久子∥作 岩崎書店 

しまうまのたんけん トビイルツ∥作・絵 PHP 研究所 
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書名 著者名 出版者 

12 歳で死んだあの子は 西田俊也∥作 徳間書店 

職員室の日曜日 村上しいこ∥作 田中六大∥絵 講談社 

世界は「 」で満ちている 櫻いいよ∥著 PHP 研究所 

ソラタとヒナタ かんのゆうこ∥さく くまあやこ∥え 講談社 

月白青船山 朽木祥∥著 岩波書店 

作り直し屋 廣嶋玲子∥作 佐竹美保∥絵 静山社 

手紙 福田隆浩∥著 講談社 

手と手をぎゅっとにぎったら 横田明子∥作 くすはら順子∥絵 佼成出版社 

トクベツな日 白矢三恵∥作 スカイエマ∥絵 PHP 研究所 

とねりこ通り三丁目ねこのこふじさん 山本和子∥作 石川えりこ∥絵 アリス館 

夏に降る雪 あんずゆき∥著 佐藤真紀子∥絵 フレーベル館 

望みがかなう魔法の日記 本田有明∥著 PHP 研究所 

八月のひかり 中島信子∥著 汐文社 

パピヨン号でフランス運河を 山下明生∥作 高畠那生∥絵 理論社 

春風亭一之輔のおもしろ落語入門 

おかわり! 

春風亭一之輔∥落語 山口晃∥画 小学館 

ふでばこから空 北川チハル∥作 よしざわけいこ∥絵 文研出版 

ぼくは気の小さいサメ次郎といいます 岩佐めぐみ∥作 高畠純∥絵 偕成社 

ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉幸子∥作 野見山響子∥絵 偕成社 

まじょのナニーさん青空のお友だちケ

ーキ 

藤真知子∥作 はっとりななみ∥絵 ポプラ社 

moja 吉田桃子∥著 講談社 

もりのともだち、ひみつのともだち 原京子∥作 高橋和枝∥絵 ポプラ社 

よろしくパンダ広告社 間部香代∥作 三木謙次∥絵 学研プラス 

落語少年サダキチ 3 田中啓文∥作 朝倉世界一∥画 福音館書店 

月(るな)と珊瑚 上條さなえ∥著 講談社 

ルビとしっぽの秘密 野中柊∥作 松本圭以子∥絵 理論社 

 

外国のよみもの（16冊） 

書名【原書の言語】 著者名 出版者 

アンバー・ブラウンとブランディ【英】 ポーラ・ダンジガー∥作  

若林千鶴∥訳  

むかいながまさ∥絵 

文研出版 

ゴースト【英】 ジェイソン・レノルズ∥作  

ないとうふみこ∥訳 

小峰書店 
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書名【原書の言語】 著者名 出版者 

最後のドラゴン【英】 ガレット・ワイヤー∥著  

ケイティー・ハーネット∥画  

三辺律子∥訳 

あすなろ書房 

サッシーは大まじめ【英】 マギー・ギブソン∥著 松田綾花∥訳 小鳥遊書房 

11 番目の取引【英】 アリッサ・ホリングスワース∥作  

もりうちすみこ∥訳 

鈴木出版 

ソンジュの見た星【英】 リソンジュ∥著  

スーザン・マクレランド∥著  

野沢佳織∥訳 

徳間書店 

たいせつな人へ【英】 マイケル・モーパーゴ∥著  

バルー∥絵  

杉田七重∥訳 

あかね書房 

タテルさんゆめのいえをたてる 

【ポーランド】 

ステファン・テマーソン∥ぶん  

フランチスカ・テマーソン∥え  

清水玲奈∥やく 

エクスナレッジ 

月の光を飲んだ少女【英】 ケリー・バーンヒル∥著  

佐藤見果夢∥訳 

評論社 

天才ルーシーの計算ちがい【英】 ステイシー・マカナルティ∥著  

田中奈津子∥訳 

講談社 

どこまでも亀【英】 ジョン・グリーン∥作 金原瑞人∥訳 岩波書店 

ハスキーなボクのユウウツ【英】 ジャスティン・セイヤー∥著  

海後礼子∥訳  

亀井洋子∥絵 

岩崎書店 

プログラミングガールズ! 1【英】 ステイシア・ドイツ∥作  

美馬しょうこ∥訳  

高橋由季∥絵 

偕成社 

ぼくがいちばんききたいことは【英】 アヴィ∥著 青山南∥訳 ほるぷ出版 

僕が神さまと過ごした日々【独】 アクセル・ハッケ∥作  

ミヒャエル・ゾーヴァ∥絵  

那須田淳∥共訳 

講談社 

魔女の子ども【英】 ケリー・バーンヒル∥著  

佐藤見果夢∥訳 

評論社 

 

古典・詩・むかしばなし（3冊） 

書名 著者名 出版者 

ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム∥[原作] ワンダ・ガアグ∥編・絵 のら書店 

はじめての万葉集 上・下 萩原昌好∥編 中島梨絵∥絵 あすなろ書房 
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児童室からのお知らせ 

夏休み、新しい子どもの本の展示会とスペシャルおはなし会を開催します。 

展示会では、今年の４月から８月までに刊行された新しい絵本や読み物をご覧いただけます。 

おはなし会は、大型絵本などの作品を大きな会場でお楽しみいただけます。 

あわせて、マルチメディアデイジー図書（＊注）体験コーナーと 

県産材で作られた木のおもちゃ「KUMINO」体験コーナーを実施します。 

定員なし、事前の申込みは不要です。 

ご家族そろって、ぜひご来場ください。 

（＊注）：マルチメディアデイジー図書は、活字での読書に困難のある方のために作られた電子図書です。 

【場所・日時】 

：滋賀県立図書館 地下１階大会議室 

：８月 21 日（水曜日）から 23 日（金曜日）各日午前 10 時から午後 4 時まで 

おはなし会：８月 23 日（金曜日）午前 11 時から／午後 3 時から ※内容は同じです。 
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子どもの本に関することつきましては、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 
 


