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🌼今月の pickup 

『うみへいったちいさなカニカニ』 クリス・ホートン∥作 木坂涼∥訳 BL 出版 

 海のそばの小さなくぼみに暮らす、大きなカニカニと小さなカニカニ。今日は、小さな

カニカニがはじめて海へ行く日。小さなカニカニは元気いっぱいにどんどん進んでいきま

すが、着いた先の海は想像以上に広く、大きな波もどんどんやってきます。小さなカニカ

ニは大きなカニカニにしがみつき、勇気を出して深く深く潜っていくと…。 

 きれいな海の底で楽しい時間を過ごした小さなカニカニは、最初は少しこわかった海が

大好きになっていたのでした。カニたちの冒険がかわいらしく描かれた物語。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2019年 8月受け入れ分：137冊） 

日本の絵本（62冊） 

書名 著者名 出版者 

あなたがおとなになったとき 湯本香樹実∥文 はたこうしろう∥絵 講談社 

アニマルバスとよるのもり あさのますみ∥ぶん こてらしほ∥え  

クーリア∥原作 

ポプラ社 

ありさんありさんどこいくの? 大橋ツヨシ∥著 双葉社 

生きているのはなぜだろう。 池谷裕二∥作 田島光二∥絵  

糸井重里∥企画・監修 

ほぼ日 

うまれるまえにきーめた! のぶみ∥さく サンマーク出版 

うみがめのあかちゃん 柿本幸造∥え 市川宣子∥ぶん リーブル 

うみのあじ たけがみたえ∥作 あかね書房 

うれしいおいしいはんぶんこ 宮野聡子∥作・絵 PHP 研究所 

えさのじかんだよ 軽部武宏∥作 小学館 

おかあさん! 塚本やすし∥作・絵 冨山房インター

ナショナル 

おかたづけバストリオ 新井洋行∥作 ほるぷ出版 

おつきさまのともだち カワチレン∥作・絵 学研プラス 

おててだあれ? ふくながじゅんぺい∥さく  

たかしまてつを∥え  

ふくながじゅんぺい∥さく 

KADOKAWA 

おばけばたけのおふろやさん とよたかずひこ∥作・絵 ひさかたチャイ

ルド 
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書名 著者名 出版者 

おもちゃになりたいにんじん 岩神愛∥作・絵 岩崎書店 

おろろんおろろん 石黒亜矢子∥[作] 偕成社 

かげパ 富安陽子∥作 しまだともみ∥絵 ひさかたチャイ

ルド 

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 黒川みつひろ∥作・絵 小峰書店 

ギョギョギョつり 矢野アケミ∥作・絵 鈴木出版 

きょだいなガチャガチャ 大橋慶子∥作絵 教育画劇 

きんぎょすくいめいじん 松成真理子∥作 講談社 

こくん 村中李衣∥作 石川えりこ∥絵 童心社 

このドアだれのドア? 鈴木翼∥作 市原淳∥絵 鈴木出版 

コリンのお店びらき ひこ・田中∥文 山西ゲンイチ∥絵 BL 出版 

こんにちは、ばいばい サトシン∥作 北村裕花∥絵 神宮館 

さかさまたんけんたい すずきみほ∥作 偕成社 

さかながはねて 中川ひろたか∥ぶん 森あさ子∥え 世界文化社 

地獄めぐりの橋 青山邦彦∥作 小学館 

しずかなみずうみ 山﨑優子∥絵と文 至光社 

10 ぴきのおばけのたんじょうび にしかわおさむ∥作・絵 ひかりのくに 

そらをとんだワンダ 小手鞠るい∥作 たかすかずみ∥絵 マイクロマガジ

ン社 

だれでもおんど サトウマサノリ∥作・絵 パイインターナ

ショナル 

だれのパンツ? シゲリカツヒコ∥作 KADOKAWA 

ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃ

ん 

二宮由紀子∥作 牧野千穂∥絵 岩崎書店 

でんしゃにんじゃ 藤本ともひこ∥作絵 交通新聞社 

ドクルジン ミロコマチコ∥[作] 亜紀書房 

どっち? まつおかたつひで∥さく ハッピーオウル

社 

とりあえずごめんなさい 五味太郎∥作 絵本館 

ドン・ウッサそらをとぶ キューライス∥著 白泉社 

なつのもりのかぶとむし 谷本雄治∥文 サトウマサノリ∥絵 文溪堂 

にっぽんいいものみてみて大会 きたがわめぐみ∥作・絵 理論社 

にんじんかりかりかじったら 石津ちひろ∥文 柴田ケイコ∥絵 金の星社 

ねえねえ 長田真作∥作 佼成出版社 

ねこぼん はやしますみ∥作 偕成社 
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書名 著者名 出版者 

はしれ!おべんとう 片平直樹∥作 市原淳∥絵 教育画劇 

ハロウィンゴーゴー! 中垣ゆたか∥著 イースト・プレ

ス 

ヒミツのかいだん 田島征三∥作 小学館 

ぴよぴよちゃん 大塚健太∥文 くさかみなこ∥絵 東京書店 

ふみきりかんかんくん 斉藤洋∥作 武田美穂∥絵 講談社 

へんしん!いろいろれっしゃ ふくながじゅんぺい∥さく 交通新聞社 

へんしんバス あきやまただし∥作・絵 金の星社 

ホテルイカ 林木林∥作 山口亜耶∥絵 絵本塾出版 

まくらからくま コジヤジコ∥作 伊藤彰剛∥絵 岩崎書店 

まどのそと 佐野史郎∥作 ハダタカヒト∥絵 岩崎書店 

まほうでなんでやねん 鈴木翼∥文 あおきひろえ∥絵 世界文化社 

みんなありがとう サトシン∥作 北村裕花∥絵 神宮館 

焼けあとのちかい 半藤一利∥文 塚本やすし∥絵 大月書店 

ようかいむらのだいうんどうかい たかいよしかず∥作・絵 国土社 

ようかいむらのわくわくなつやすみ たかいよしかず∥作・絵 国土社 

りおくんのすすむみち かねしろみゆき∥さく・え 学研プラス 

るすばんかいぎ 浜田桂子∥作 理論社 

わたしはいつも よしだるみ∥さく・え 国土社 

 

外国の絵本（12冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

いっぽんのきのえだ [英] コンスタンス・アンダーソン∥作  

千葉茂樹∥訳 

ほるぷ出版 

うみへいったちいさなカニカニ [英] クリス・ホートン∥作 木坂涼∥訳 BL 出版 

カルメラのねがい  [英] マット・デ・ラ・ペーニャ∥作  

クリスチャン・ロビンソン∥絵  

石津ちひろ∥訳 

鈴木出版 

かわにくまがおっこちた  [英] リチャード・T・モリス∥著  

レウィン・ファム∥絵  

木坂涼∥訳 

岩崎書店 

クレムとカニさん  [英] フィオナ・ランバーズ∥作 久保純子∥訳  文化学園文化出

版局 

てつだってあげるねママ! [英] ジェーン・ゴドウィン∥さく  

ダヴィーナ・ベル∥さく  

フレヤ・ブラックウッド∥え 

きじとら出版 
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書名 著者名 出版者 

ドラゴンはタコスがだいすき  [英] アダム・ルービン∥作  

ダニエル・サルミエリ∥絵  

おおはまちひろ∥訳 

パイインターナ

ショナル 

人形の家にすんでいたネズミ一家の  [英] 

おるすばん 

マイケル・ボンド∥文  

エミリー・サットン∥絵 早川敦子∥訳 

徳間書店 

ヒキガエルがいく  [朝鮮] パクジォンチェ∥作 申明浩∥訳  

広松由希子∥訳 

岩波書店 

ほんのなかのほんのなかのほん [仏] ジュリアン・ベール∥さく  

シモン・バイイ∥え 木坂涼∥やく 

くもん出版 

めをとじてみえるのは  [英] マック・バーネット∥ぶん  

イザベル・アルスノー∥え  

まつかわまゆみ∥やく 

評論社 

ロージーのひよこはどこ? [英] パット・ハッチンス∥さく  

こみやゆう∥やく 

好学社 

 

 

 

 

 

 

 

ちしきの絵本（25冊） 

書名 著者名 出版者 

生きているのはなぜだろう。 池谷裕二∥作 田島光二∥絵  

糸井重里∥企画・監修 

ほぼ日 

うちに帰りたくないときによむ本 川﨑二三彦∥監修 北原明日香∥絵 少年写真新聞社 

うんちで 1・2・3 ジェラルディーヌ・コレ∥作  

エリック・ガステ∥絵 ひがしかずこ∥訳 

PHP 研究所 

「映画」をつくった人 マーラ・ロックリフ∥作  

シモーナ・チラオロ∥絵 杉本詠美∥訳 

汐文社 

えがおをわすれたジェーン ジュリー・カプロー∥作  

ドンナ・ピンカス∥作  

ベス・シュピーゲル∥絵 

誠信書房 

エルファと思い出のはこ ミシェル・ベル∥作  

レイチェル・フーラー∥絵  

鵜飼奈津子∥訳 

誠信書房 
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書名 著者名 出版者 

火山はめざめる はぎわらふぐ∥作 早川由紀夫∥監修 福音館書店 

きんぎょびじゅつかん 松沢陽士∥写真 高岡昌江∥文 ほるぷ出版 

コんガらガっちどうぶつえんでおでかけビン

ゴの本 

ユーフラテス∥さく うえ田みお∥絵 富

田京一∥動物監修 

小学館 

サンゴといっしょすいぞくかん ともながたろ∥絵 山野博哉∥監修  

なかのひろみ∥文 

アリス館 

しょうぎのくにであそぼう 中倉彰子∥作 福山知沙∥絵 講談社 

すごいたいじゅうでうごきません。 平田昌広∥作 平田景∥絵 国土社 

すごい虫ずかん じゅえき太郎∥作 須田研司∥監修 KADOKAWA 

空の上には、何があるの? シャーロット・ギラン∥文  

ユヴァル・ゾマー∥絵 桑原洋子∥訳 

河出書房新社 

ちきゅう ステイシー・マカナルティー∥原作  

デイビッド・リッチフィールド∥絵  

千葉茂樹∥訳  

小学館 

父さんはどうしてヒトラーに投票したの? ディディエ・デニンクス∥文 PEF∥絵 

湯川順夫∥訳 

解放出版社 

としょかん町のバス イクタケマコト∥絵 横山寿美代∥監修 少年写真新聞社 

どっちからよんでも 本村亜美∥文 高畠純∥絵 絵本館 

ヒロシマ消えたかぞく 指田和∥著 鈴木六郎∥写真 ポプラ社 

ほうさんちゅう 松岡篤∥監修 かんちくたかこ∥文 アリス館 

マックス宇宙ステーションへ行く ジェフリー・ベネット∥著  

マイケル・キャロル∥イラスト  

紺野市四郎∥訳 

勉誠出版 

ミイラ学 タマラ・バウワー∥著・絵  

こどもくらぶ∥訳・編 

今人舎 

モリスといっぱいのしんぱいごと ジル・シーニー∥作  

レイチェル・フーラー∥絵  

鵜飼奈津子∥訳 

誠信書房 

ルーファスのあんしんできるばしょ ジル・シーニー∥作  

レイチェル・フーラー∥絵  

鵜飼奈津子∥監訳 

誠信書房 

わたしはみんなのおばあちゃん ジョナサン・トゥイート∥文 カレン・ル

イス∥絵 真鍋真∥訳 

岩波書店 
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日本のよみもの（29冊） 

書名 著者名 出版者 

うそつきタケちゃん 白矢三恵∥作 たかおかゆみこ∥絵 文研出版 

おうちずきん こがしわかおり∥作 文研出版 

おばけとしょかん 斉藤洋∥作 森田みちよ∥絵 講談社 

思いはいのり、言葉はつばさ まはら三桃∥著 アリス館 

科学探偵 VS.妖魔の村 佐東みどり∥作 木滝りま∥作  

田中智章∥作 

朝日新聞出版 

キャベたまたんていじごくツアーへごしょう

たい 

三田村信行∥作 宮本えつよし∥絵 金の星社 

こどもしょくどう 足立紳∥原作 ひろはたえりこ∥文 汐文社 

コロッケ堂のひみつ 西村友里∥作 井波ハトコ∥絵 国土社 

しゅくだいかけっこ 福田岩緒∥作・絵 PHP 研究所 

すみれちゃん、おはよう! ばんひろこ∥作 丸山ゆき∥絵 新日本出版社 

セミクジラのぬけがら 如月かずさ∥作 コマツシンヤ∥絵 偕成社 

空飛ぶくじら部 石川宏千花∥著 PHP 研究所 

タコのターくんうみをでる 内田麟太郎∥作 井上コトリ∥絵 童心社 

タヌキのきょうしつ 山下明生∥作 長谷川義史∥絵 あかね書房 

天を掃け 黒川裕子∥著 講談社 

となりはリュウくん 松井ラフ∥作 佐藤真紀子∥絵 PHP 研究所 

友だちをやめた二人 今井福子∥作 いつか∥絵 文研出版 

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上しいこ∥作 小学館 

七不思議神社 緑川聖司∥作 TAKA∥絵 あかね書房 

ネッシーはいることにする 長薗安浩∥著 ゴブリン書房 

野うさぎレストランへようこそ 小手鞠るい∥作 土田義晴∥絵 金の星社 

HIMAWARI 嘉成晴香∥作 谷川千佳∥絵 あかね書房 

秘密に満ちた魔石館 廣嶋玲子∥作 佐竹美保∥絵 PHP 研究所 

ふしぎ町のふしぎレストラン 三田村信行∥作 あさくらまや∥絵 あかね書房 

ヘンな生き物研究所のビックリ結末。 田丸雅智∥作 花小金井正幸∥絵 学研プラス 

へんなともだちマンホーくん 村上しいこ∥作 たかいよしかず∥絵 講談社 

ぼくたちは卵のなかにいた 石井睦美∥作 アンマサコ∥絵 小学館 

もえぎ草子 久保田香里∥作 tono∥画 くもん出版 

レストランのおばけずかん 斉藤洋∥作 宮本えつよし∥絵 講談社 

 

外国のよみもの（9冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

五つのパン [チェコ] カレル・チャペック∥作 小野裕康∥訳 

ヨシタケシンスケ∥絵 

理論社 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

貸出禁止の本をすくえ! [英] アラン・グラッツ∥著 ないとうふみこ∥

訳 

ほるぷ出版 

シェニヤル村の子どもたち [チュヴァシュ] エヴァ・リーシナ∥著 後藤正憲∥訳 群像社 

飛ぶための百歩 [伊] ジュゼッペ・フェスタ∥作 杉本あり∥訳 

まめふく∥イラスト 

岩崎書店 

ベストマン [英] リチャード・ペック∥作 千葉茂樹∥訳 小学館 

本気でやれば、なんでもできる!?  [英] ジョン・ヨーマン∥作 クェンティン・ブ

レイク∥絵 三原泉∥訳 

徳間書店 

ラグビー・アカデミー [英] トム・パーマー∥作 根本美由紀∥訳 大

井知美∥絵 

岩崎書店 

リスタート [英] ゴードン・コーマン∥著 千葉茂樹∥訳 あすなろ書房 

わたしがいどんだ戦い 1940 年 [英] キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー

∥作 大作道子∥訳 

評論社 
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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 

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

 

🌼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 

       ○おはなし会 10 月 25 日(金)午前 11 時～ 県立図書館 1 階 談話室 ※第 4 金曜日に開催 

       ○児童室展示 9 月 6 日(金)～９月 26 日(木)  祝！！「かがくのとも」50 周年展 

                          ９月 27 日(金)～10 月 14 日(月) みんなだいすき あまいおかし 

       ※10月 15 日(火)～10 月 22 日(火) 蔵書点検のため、休館しています。 

 


