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🌼今月の pickup  

『いろいろクリスマスツリー』 おおでゆかこ∥作 アリス館 

クリスマスが近づくと、色々なところで色々なツリーが飾られますが、 

どうぶつたちも思い思いのツリーを飾ります。 

リスはどんぐりいっぱいのツリー、ペンギンは氷のツリー…。 

場所も飾りも大きさも、それぞれの個性にあふれたツリーが美しく描かれており、 

見ているだけでクリスマスのわくわくした気分を感じることができます。 

クリスマスシーズンにぴったりの一冊。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2019年 11月受け入れ分：128冊） 

日本の絵本（56冊） 

書名 著者名 出版者 

あたたかい木 くすのきしげのり∥作 松本春野∥絵 星の環会 

いろいろクリスマスツリー おおでゆかこ∥作 アリス館 

うさぎのみみしばり 浜田広介∥作  

バーサンスレン・ボロルマー∥絵 

鈴木出版 

海の見える丘 くすのきしげのり∥作 古山拓∥絵 星の環会 

うらしまたろう 橘ふさの∥文 狩野富貴子∥絵 ひかりのくに 

おおゆき 最上一平∥作 加藤休ミ∥絵 鈴木出版 

おきなぐさ 宮沢賢治∥作 陣崎草子∥絵 三起商行 

おしょうがつバス 藤本ともひこ∥作・絵 鈴木出版 

おとうさんのこわいはなし かとうまふみ∥作・絵 岩崎書店 

おなべさんとおたまちゃん 宮本えつよし∥作 国松エリカ∥絵 教育画劇 

おふとんさんとねむれないよる コンドウアキ∥作 小学館 

おもしろおべんきょモンスター のぶみ∥さく 永岡書店 

おもちさんがね‥ とよたかずひこ∥さく・え 童心社 

かいぶつのとしょかん ふくいりえ∥文・絵 大日本図書 

かおかおばあ 山口真美∥作 金沢創∥実験監修  

ミスミヨシコ∥絵 

KADOKAWA 

かがみとチコリ 角野栄子∥文 及川賢治∥絵 講談社 

風の又三郎 宮沢賢治∥作 やぎたみこ∥絵 三起商行 

かべのすきま 中西翠∥文 アリス館 
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書名 著者名 出版者 

くいしんぼうのサンタクロース 中川ひろたか∥作 教育画劇 

クリスマスマーケットのふしぎなよる たなか鮎子∥作 講談社 

こねこのルップりんごだいすき ももろ∥さく 小学館 

ゴロゴロゴロゴロ あきびんご∥作 くもん出版 

さいたさいたゆきのはな 鈴木真実∥作 講談社 

じゃない! チョーヒカル∥作 フレーベル館 

すずめのコゼット 冨澤利男∥文 新樹社 

スプーンコプター 竹与井かこ∥作 アリス館 

そこでええはなさかせてや はっとりひろき∥著 ビルボ 

たいこ 樋勝朋巳∥ぶん・え 福音館書店 

でんしゃごっこ 新井洋行∥作・デザイン マイクロマガジ

ン社 

とおくにいるからだよ くりはらたかし∥作絵 教育画劇 

どこ? 山形明美∥作 講談社 

図書館のふしぎな時間 福本友美子∥作 玉川大学出版部 

どんぐりころころそのあとは… 志村まゆみ∥作・絵 新日本出版社 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

書名 著者名 出版者 

ないしょのオリンピック もとしたいづみ∥ぶん ほるぷ出版 

なんでもモッテルさん 竹下文子∥文 あかね書房 

ネコのみち うちむらたかし∥作 クレヨンハウス 

ノラネコぐんだんカレーライス 工藤ノリコ∥著 白泉社 

ばあ ザ・キャビンカンパニー∥作・絵 岩崎書店 

バスごっこ 新井洋行∥作・デザイン マイクロマガジ

ン社 

はりねずみくんのねがいごと はらだよしこ∥作 講談社 

 

童謡「どんぐりころころ」の 2 番までの歌詞

に続きがあったら…。 

童謡の“続き”を描いた絵本です。 
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書名 著者名 出版者 

パンのおうさまとおきさきさま えぐちりか∥作 小学館 

ひとりでおとまり まるやまあやこ∥さく 福音館書店 

ふみきりくん えのもとえつこ∥文 福音館書店 

へっこきへのた 苅田澄子∥文 文溪堂 

「へてか へねかめ」おふろでね 宮川ひろ∥作 童心社 

べろべろばあ 新井洋行∥作・絵 KADOKAWA 

ぽかぽかゆずおふろ すとうあさえ∥ぶん ほるぷ出版 

ぽっちゃりマン のぶみ∥さく KADOKAWA 

まちがいまちにようこそ 斉藤倫∥さく 小峰書店 

マラソンじいさん 西本鶏介∥作 鈴木出版 

ミライノイチニチ コマツシンヤ∥作 あかね書房 

みんなのおすし はらぺこめがね∥作 ポプラ社 

やすみのひ 小池壮太∥作 ブロンズ新社 

リュックをしょって 村上康成∥作 絵本塾出版 

6600 万年前……ぼくは恐竜だったのかもし

れない 

くすのきしげのり∥作 知楽社 

わくわく!ケーキやさん 白土あつこ∥作・絵 ひさかたチャイ

ルド 

わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ∥作・絵 PHP 研究所 

 

外国の絵本（24冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

イヌと友だちのバイオリン［英］ デイビッド・リッチフィールド∥作  

俵万智∥訳 

ポプラ社 

うるさく,しずかに,ひそひそと［ウクライナ］ ロマナ・ロマニーシン∥著  

アンドリー・レシヴ∥著 広松由希子∥訳 

河出書房新社 

おうちをさがして［英］ ケイト・テンプル∥ぶん 

 ジョール・テンプル∥ぶん  

テリ・ローズ・ベイントン∥え 

潮出版社 

おおきなおおきな木みたいに［英］ ブリッタ・テッケントラップ∥作・絵  

木坂涼∥訳 

ひさかたチャイ

ルド 

おやすみ、ミユキ［フランス］ ロクサンヌ=マリ・ガリエズ∥ぶん  

セング・ソウン・ラタナヴァン∥え  

桜庭一樹∥やく 

岩崎書店 

かなしみがやってきたらきみは［英］ エヴァ・イーランド∥作 いとうひろみ∥訳 ほるぷ出版 

木の耳［中国］ ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌヴー∥絵 

中由美子∥訳 

樹立社 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

グランデュードのまほうのコンパス［英］ ポール・マッカートニー∥さく  

キャスリン・ダースト∥え  

いけもとなおみ∥やく 

潮出版社 

3 びきのヤギのブルーセプールでおおさわぎ

［ノルウェー］ 

ビョーン・フレドリック・ロールヴィーク∥

作  

グリー・モールスン∥絵  

さわきちはる∥訳 

三元社 

しあわせのおうじ［英］ オスカー・ワイルド∥作 木村由利子∥文  

牧野鈴子∥絵 

ひかりのくに 

JAZZ DOG［英］ マリー・フォークト∥作 ひびのさほ∥訳 世界文化社 

スモンスモン［独］ ソーニャ・ダノウスキ∥文・絵  

新本史斉∥訳 

岩波書店 

ドラゴンにあったよ!［フランス］ アン・ハレンスレーベン∥作  

ゲオルグ・ハレンスレーベン∥作  

ふしみみさを∥訳 

小学館 

ながーい 5 ふんみじかい 5 ふん［英］ リズ・ガートン・スキャンロン∥文  

オードリー・ヴァーニック∥文  

オリヴィエ・タレック∥絵 

光村教育図書 

ねこのオーランドーよるのおでかけ［英］ キャスリーン・ヘイル∥さく  

こみやゆう∥やく 

好学社 

はたらくくるまたちのクリスマス［英］ シェリー・ダスキー・リンカー∥文  

AG・フォード∥絵 福本友美子∥訳 

ひさかたチャイ

ルド 

パディントンのてんらんかい［英］ マイケル・ボンド∥さく R.W.アリー∥え 

木坂涼∥やく 

理論社 

フォックスさんのにわ［英］ ブライアン・リーズ∥さく  

せなあいこ∥やく 

評論社 

みーんなだいっキライ［英］ ナオミ・ダニス∥ぶん  

シンタ・アリーバス∥え  

ダイラクサトミ∥やく 

文化学園文化出

版局 

みーんなねちゃった? ［フランス］ オードレイ・プシエ∥作 ふしみみさを∥訳 BL 出版 

ムーミン谷のクリスマス［スウェーデン］ トーベ・ヤンソン∥原作  

アレックス・ハリディ∥文  

セシリア・ダヴィッドソン∥文 

徳間書店 

やぎのグッドウィン［英］ ドン・フリーマン∥さく こみやゆう∥やく 福音館書店 

リサとガスパールにあったよ! ［フランス］ アン・ハレンスレーベン∥作  

ゲオルグ・ハレンスレーベン∥作 

 ふしみみさを∥訳 

小学館 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

わたしねこがかいたいの［英］ ミシェル・ロビンソン∥文  

チンルン・リー∥絵 三原泉∥訳 

岩崎書店 

 

ちしきの絵本（15冊） 

書名 著者名 出版者 

あかちゃんいまどのくらい? スムリッティ・プラサダム=ホルス∥ぶん  

ブリッタ・テッケントラップ∥え  

なかのまゆみ∥やく 

潮出版社 

いっしょにうたおう♪マザーグースのうた 鷲津名都江∥監修・著 葉祥明∥絵 J リサーチ出版 

おおきい?ちいさい? キアラ・ピローディ∥作  

アグネス・バルッジ∥作 

すばる舎 

おにわ キアラ・ピローディ∥作  

アグネス・バルッジ∥作 

すばる舎 

OH NO! 木坂涼∥作 川原瑞丸∥絵 偕成社 

グレース・ホッパー ローリー・ウォールマーク∥文  

ケイティ・ウー∥絵 

岩崎書店 

しちふくじんのかみかみレストラン すがのやすのり∥え  

やなぎさわゆきえ∥かんしゅう 

少年写真新聞社 

ついておいで! キアラ・ピローディ∥作  

アグネス・バルッジ∥作 

すばる舎 

月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン∥文  

シモーナ・チェッカレッリ∥絵 

廣済堂あかつき 

どうぶつ キアラ・ピローディ∥作  

アグネス・バルッジ∥作 

すばる舎 

なーんにみえる?るんるんフルーツ コローロ∥せいさく 赤ちゃんとママ

社 

ばあ ザ・キャビンカンパニー∥作・絵 岩崎書店 

はがぬけた に～ フィリケえつこ∥作 あすなろ書房 

ふとんがふっとんだ 新井洋行∥作 講談社 

みるよむカルタであそぶはたらくくるま くにすえたくし∥え  

視覚デザイン研究所∥さく 

視覚デザイン研

究所 

 

日本のよみもの（26冊） 

書名 著者名 出版者 

あした、また学校で 工藤純子∥著 講談社 

アドリブ 佐藤まどか∥著 あすなろ書房 

あらいぐまのせんたくもの 大久保雨咲∥作 相野谷由起∥絵 童心社 
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書名 著者名 出版者 

ある日、透きとおる 三枝理恵∥作 しんやゆう子∥絵 岩崎書店 

今、空に翼広げて 山本悦子∥著 くまおり純∥絵 講談社 

鬼遊び 廣嶋玲子∥作 おとないちあき∥絵 小峰書店 

キセキのスパゲッティー 山本省三∥作 十々夜∥絵 フレーベル館 

きみひろくん いとうみく∥作 中田いくみ∥絵 くもん出版 

極秘任務はおじょうさま 薫くみこ∥作 高橋由季∥絵 ポプラ社 

しあわせなハリネズミ 藤野恵美∥作 小沢さかえ∥絵 講談社 

新選組戦記 上 小前亮∥作 遠田志帆∥絵 小峰書店 

中くらいの幸せの味 みとみとみ∥作 岡田千晶∥絵  国土社 

蝶の羽ばたき、その先へ 森埜こみち∥作 小峰書店 

図書館からの冒険 岡田淳∥作 偕成社 

菜の子ちゃんとマジムンの森 富安陽子∥作 蒲原元∥画 福音館書店 

ふしぎなヒマラヤスギ 佐々木智子∥著 かもがわ出版 

へんてこテーマソング 最上一平∥作 有田奈央∥絵 新日本出版社 

ぼくのまつり縫い 神戸遥真∥作 井田千秋∥絵 偕成社 

星くずクライミング 樫崎茜∥作 杉山巧∥画 くもん出版 

星に語りて 山本おさむ∥原作 広鰭恵利子∥文 きょ

うされん∥監修 

汐文社 

まじょかもしれない? 服部千春∥作 かとうようこ∥絵 岩崎書店 

またね、かならず 草野たき∥作 おとないちあき∥絵 岩崎書店 

湖の国 柏葉幸子∥作 佐竹美保∥絵 講談社 

百桃太郎 原京子∥文 原ゆたか∥絵 ポプラ社 

森のクリーニング店シラギクさん 髙森美由紀∥作 jyajya∥絵 あかね書房 

森の診療所ものがたり 竹田津実∥作 岡本順∥絵 偕成社 

 

外国のよみもの（6冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

希望の図書館［英］ リサ・クライン・ランサム∥作  

松浦直美∥訳 

ポプラ社 

12 のバレエストーリー［英］ スザンナ・デイヴィッドソン∥再話  

ケイティ・デインズ∥再話  

ミーガン・カリス∥再話 

小学館 

フラミンゴボーイ［英］ マイケル・モーパーゴ∥作 杉田七重∥訳 小学館 

ぼくの帰る場所［英］ S・E・デュラント∥作 杉田七重∥訳 鈴木出版 

マジックウッズ戦記 2 上・下［英］ クレシッダ・コーウェル∥作 相良倫子∥訳 小峰書店 
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昔話（1冊） 

書名 著者名 出版者 

ばけもんをひとくち 東京 5 期昔ばなし大学再話コース∥再話  

浜松 3 期昔ばなし大学再話コース∥再話  

名古屋 2 期昔ばなし大学再話コース∥再話 

小澤昔ばなし研

究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌼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 11 月 29 日(金)～12 月 22 日(日)  「クリスマス展」 

              12 月 25 日(水)～12 月 27 日(金)  「年越し」 

「冬休み子どもの本まつり」開催決定！ 

夏休みにご好評をいただました「子どもの本まつり」を冬休みにも開催します！ 

9 月から 12月に刊行された絵本と読み物を展示します。皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冬休み子どもの本まつり」 会場 県立図書館 1 階 談話室 

○展示会 

日時  12 月 20 日（金）10：00～18：00 

    12 月 21 日（土）10：00～16：00 

○おはなし会 

日時  12 月 20 日（金）11：00～（30 分程度） 

 

場所  滋賀県立図書館 1 階 談話室 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 


