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🌼今月の pickup 

『100』  名久井直子さく 井上佐由紀しゃしん 福音館書店 

 身近にあるものを 100 個あつめた写真絵本です。「1」のページをめくると、見

開きで「100」ずらりと並んでいる構成は迫力満点で、ページをめくるのが楽しく

なります。また、ひとつのものが 100あつまると、ものの印象や目に映る景色が、

これほどまでに違ってくるのだと驚かされます。中でも自然のものは、どれ一つと

して同じ形がないことも、あらためて気づかされました。子どもが、「100」という

数字の大きさや身近なものの有り様を、肌で感じることができる絵本です。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）  （2020年 3月受け入れ分：154冊） 

 

日本の絵本（47冊） 

書名 著者名 出版者 

あのほん ひぐちみちこ∥作 こぐま社 

あきといえば… 新井洋行∥[作] アルファポリス 

あっくんとデコやしき 八百板洋子∥文 垂石眞子∥絵 福音館書店 

いまもいっしょだね きむらだいすけ∥さく イマジネイション・プラス 

いろいろおてつだい えがしらみちこ∥作 小学館 

うさぎのバレエだん 石井睦美∥ぶん 南塚直子∥え 小学館 

うわばききょうだい 西田征史∥さく あさくらまや∥え ポプラ社 

うんめぇめぇし のはらのごはん おくはらゆめ∥さく ヤスダ屋∥料理監修 ほるぷ出版 

おしゃれになあれ 戸屋ちかこ∥さく パイインターナショナル 

おにのこにこちゃんかってかってぽん! 原あいみ∥え ケロポンズ∥ぶん ポプラ社 

おはよう 新井洋行∥さく 童心社 

おまるちゃん きたがわめぐみ∥作・絵 教育画劇 

帰り道 有田奈央∥文 羽尻利門∥絵 新日本出版社 

きえるあひる なつめよしかず∥さく 福音館書店 

きっとあえる わたりどりのともだち 鎌田暢子∥さく 福音館書店 

きっとそこにいるから 松尾たいこ∥著 集英社 

きらきらもりでまってるよ! 矢部美智代∥作 にきまゆ∥絵 フレーベル館 

くまくんのたすけて～! くりはらたかし∥作・絵 学研プラス 

ケロリンピック 大原悦子∥文 古川裕子∥絵 福音館書店 

こはるとちはる 白石一文∥作 北澤平祐∥絵 瀧井朝世∥編 岩崎書店 

 

2020 年 4 月 472 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 

ごんべえだぬき 川端誠∥作・絵 KADOKAWA 

さくらがさくと とうごうなりさ∥さく 福音館書店 

さくらの谷 富安陽子∥文 松成真理子∥絵 偕成社 

スキップスキップ あまんきみこ∥作 黒井健∥絵 ひさかたチャイルド 

ぞうさん まど・みちお詩集 まどみちお∥詩 いもとようこ∥絵 講談社 

そらいろのてがみ ながしまひろみ∥さく・え 岩崎書店 

ちかてつもぐらごう 大森裕子∥作 交通新聞社 

ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉みどり∥作・絵 ポプラ社 

どこへいったの?いちごちゃん のしさやか∥作・絵 ひさかたチャイルド 

なつといえば… 新井洋行∥[作] アルファポリス 

ねえねえあのね しもかわらゆみ∥作 講談社 

ノブーナガ 丸山誠司∥作 絵本館 

はーい! はじめてのことば 中川ひろたか∥文 まるやまあやこ∥絵 光村教育図書 

ぱかぱかももんちゃん とよたかずひこ∥さく・え 童心社 

パパトラ 平田昌広∥文 きむらゆういち∥絵 アリス館 

はるといえば… 新井洋行∥[作] アルファポリス 

ふゆといえば… 新井洋行∥[作] アルファポリス 

ぼくはひとりぼっちじゃない つかさおさむ∥さく・え 理論社 

ポコンペンペンばけがっせん ザ・キャビンカンパニー∥作 アリス館 

ぽめちゃんとだっくすちゃん 柴田ケイコ∥著 白泉社 

Mou Naffy∥作・絵 学研プラス 

めんたいこどりーむ はしもとえつよ∥作 講談社 

もりのきでんしゃ ナカオマサトシ∥さく はやしともみ∥え みらいパブリッシング 

もりのきでんしゃゆうきをもって ナカオマサトシ∥さく はやしともみ∥え みらいパブリッシング 

焼けあとのおにぎり うるしばらともよし∥作 よしだるみ∥絵 国土社 

やさいのおにたいじ 御伽草子「酒呑童子」より つるたようこ∥さく 福音館書店 

わんわんホットケーキ 夏目尚吾∥作・絵 チャイルド本社 

 

外国の絵本（25冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

イソップのおはなし [不明] イソップ∥[原作] 岡本一郎∥文 岩本康之亮∥絵 ひかりのくに 

いなかのねずみとまちのねずみ [英] リチャード・スキャリー∥さいわ・え 木坂涼∥やく 好学社 

うちのネコがきらいです あるあいの

ものがたり [英] 

ダヴィデ・カリ∥文  

アンナ・ピロッリ∥絵 山口文生∥やく 

評論社 

王子と騎士 [英] ダニエル・ハーク∥作 スティーヴィ

ー・ルイス∥絵 河村めぐみ∥訳 

オークラ出版 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おかあさんのあんでくれたぼうし 

[スウェーデン] 

[アンナ・ワーレンベリ∥原作]  

木村由利子∥文 広野多珂子∥絵 

ひかりのくに 

おばあさんとあひるたち 

[英] 

ホープ・ニューウェル∥作  

光吉夏弥∥訳 奥山玲子∥画 

復刊ドットコム 

おばけがふくをなくしたら 

[仏] 

シャルル・ル・プレヴォ∥文 カミーユ・

ポメロ∥絵 ふしみみさを∥訳 

光村教育図書 

おもいではきえないよ 

[英] 

ジョセフ・コエロー∥作 アリソン・コ

ルポイズ∥絵 横山和江∥訳 

文研出版 

おやすみなさい 

[英] 

アン・グットマン∥ぶん  

ゲオルク・ハレンスレーベン∥え 

 [こばやしまき∥訳] 

ナショナル出版 

カラーモンスターきもちはなにいろ?  [スペイン] アナ・レナス∥さく おおともたけし∥やく 永岡書店 

カラーモンスターがっこうへいく [スペイン] アナ・レナス∥さく おおともたけし∥やく 永岡書店 

くつしたパーティ [仏] ティナ・オーケ∥さく 石津ちひろ∥やく 主婦の友社 

くらいのなんか〈そんなに〉こわくな

い [英] 

アンナ・ミルボーン∥文 ダニエル・リ

エリー∥絵 青山南∥訳 

すばる舎 

グレタとよくばりきょじん たったひ

とりで立ちあがった女の子 [英] 

ゾーイ・タッカー∥作 ゾーイ・パーシ

コ∥絵 さくまゆみこ∥訳 

フレーベル館 

ちいさなしまのだいもんだい [英] スムリティ・プラサーダム・ホールズ∥文 ロバ

ート・スターリング∥絵 なかがわちひろ∥訳 

光村教育図書 

フランクリンとルナ、本のなかへ [英] ジェン・キャンベル∥ぶん ケイティ・

ハーネット∥え 横山和江∥やく 

BL 出版 

ブルーがはばたくとき [英] ブリッタ・テッケントラップ∥作 三原泉∥訳 BL 出版 

プレストとゼスト リンボランドをい

く [英] 

アーサー・ヨーリンクス∥文 モーリ

ス・センダック∥文絵 青山南∥訳 

岩波書店 

まざっちゃおう! いろいろないろのお

はなし[英] 

アリー・チャン∥作・絵  

小栗左多里∥訳 

フレーベル館 

まひるのけっとう [スペイン] マヌエル・マルソル∥作 中川ひろたか∥訳 光村教育図書 

み～んなあくび!どんなあくび? 

[オランダ] 

アニータ・ビスタボシュ∥文・絵  

たけうちとしえ∥訳 

パイインターナシ

ョナル 

みならいうさぎのイースターエッグ [英] エイドリアン・アダムズ∥作・絵 三原泉∥訳 徳間書店 

村娘と王女 

[英] 

ダニエル・ハーク∥作 イザベル・ギャ

ルーポ∥作 ベッカ・ヒューマン∥絵 

オークラ出版 

ようこそ!ここはみんなのがっこうだ

よ [英] 

アレクザーンドラ・ペンフォールド∥作 

スーザン・カウフマン∥絵 吉上恭太∥訳 

鈴木出版 

わたしのペットはまんまるいし [英] スティーブン W.マーティン∥作  

サマンサ・コッテリル∥絵 久保陽子∥訳 

ポプラ社 
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ちしきの絵本（30冊） 

書名 著者名 出版者 

あしあしだーれ? 穂髙順也∥作 サトウマサノリ∥絵 岩崎書店 

あぶない!どーする? 穂髙順也∥作 西藤燦∥絵 岩崎書店 

いたずらのすきなけんちくか 安藤忠雄∥原作 はたこうしろう∥絵 小学館 

いちご 荒井真紀∥さく 小学館 

おおきくしてはっけん! ざりがにのひみつ   ひさかたチャイルド 

おはなみバス すとうあさえ∥ぶん いりやまさとし∥え ほるぷ出版 

女の子になりたい男の子 LGBT って何? 森木森も∥著 みらいパブリッシング 

カタカナせかいのでんしゃじてん くにすえたくし∥え はるくゆう∥え 

さかいそういちろう∥ぶん 

視覚デザイン研究所 

くちばしだーれ? 穂髙順也∥作 サトウマサノリ∥絵 岩崎書店 

くろくまくんのせかいちずえほん  

さがして見つけて世界一周! 

たかいよしかず∥え 小学館クリエイ

ティブ∥監修 

くもん出版 

こんなかおしてあいうえお 二歩∥作・絵 ポプラ社 

そもそもオリンピック アーサー・ビナード∥作 スズキコージ∥画 玉川大学出版部 

TA-DAH! 木坂涼∥作 川原瑞丸∥絵 偕成社 

たいよう 1,000 おくにひとつのたい

せつなほし 

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 

ただいマンモス 鹿又広祐∥作 鹿又きょうこ∥作 こぐま社 

たべるたべるたべること くすのきしげのり∥作 小渕もも∥絵 おむすび舎 

トーキョードリームマラソン コマヤスカン∥作・絵 講談社 

7 歳までに伝えたいしあわせのバケツ 

～英語でもよめる～ 改訂版 

キャロル・マックラウド∥作  

キャサリン・マーチン∥作  

デヴィッド・メッシング∥絵 

TO ブックス 

人間のれきし はじめて読む`人類'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 

絵本塾出版 

ねえねえなにはこんでるの? スズキサトル∥さく ほるぷ出版 

のりものあいうえお   交通新聞社 

はじまるよはじまるよ  

～0・1・2 さい おててのたいそうおやこでいっしょに!～ 

とよたかずひこ∥作 世界文化社 

はじめてのさがしておぼえるえいごの

ことば 

てづかあけみ∥イラスト  

アレン玉井光江∥監修 

パイインターナシ

ョナル 

はじめてのたべものいちにちあいうえ

お えいごつき 

わたなべあや∥作・絵 学研プラス 
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書名 著者名 出版者 

はしれ!みんなの SL 溝口イタル∥え  

こどものほん編集部∥文 

交通新聞社 

ピーターとオオカミ セルゲイ・プロコフィエフ∥作  

降矢なな∥絵  

ペテル・ウフナール∥絵 

偕成社 

美術館にいってみた 赤木かん子∥著 宇佐江みつこ∥絵 埼玉福祉会出版部 

100 今月の pickup で紹介 名久井直子∥さく  

井上佐由紀∥しゃしん 

福音館書店 

へんかしらそうかしら 内田麟太郎∥作 高部晴市∥絵 鈴木出版 

りんごだんだん 小川忠博∥写真と文 あすなろ書房 

 

日本のよみもの（32冊） 

書名 著者名 出版者 

あらしのよるに ～短編集～ きむらゆういち∥作 あべ弘士∥絵 講談社 

イーム・ノームと森の仲間たち 岩田道夫∥著 未知谷 

グルメ小学生 探せ!黄金のカレーライス 次良丸忍∥作 小笠原智史∥絵 金の星社 

54 字の物語 ZOO  

～超短編小説で読むいきもの図鑑～ 

氏田雄介∥編著 今泉忠明∥監修 武田

侑大∥絵 

PHP 研究所 

コトノハ町はきょうもヘンテコ 昼田弥子∥作 早川世詩男∥絵 光村図書出版 

サブキャラたちのグリム童話 斉藤洋∥作 広瀬弦∥絵 偕成社 

ジェンと星になったテリー 草野あきこ∥作 永島壮矢∥絵 岩崎書店 

十年屋 3 時にはお断りもいたします 廣嶋玲子∥作 佐竹美保∥絵 静山社 

ずっと見つめていた 森島いずみ∥作 しらこ∥絵 偕成社 

青春サプリ。 いつだってそこに仲間がいる 

（心が元気になる、5 つの部活ストーリー） 

  ポプラ社 

青春サプリ。 自分がここにいる理由 

（心が元気になる、5 つの部活ストーリー） 

  ポプラ社 

説明がつかない現象と私が生徒会に入っ

た説明(ワケ) 青春と恋、そしてミステリー 

葵日向子∥著 木爾チレン∥著 狐塚冬

里∥著 

西東社 

謎新聞ミライタイムズ 4 

百鬼夜行を追いかけろ! 

佐東みどり∥著 フルカワマモる∥絵 

SCRAP∥謎制作 

ポプラ社 

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希一樹∥著 usi∥絵 学研プラス 

二ノ丸くんが調査中  

天狗さまのお弟子とり 

石川宏千花∥作 うぐいす祥子∥絵 偕成社 

ばけるニャン  

かいていのからくりやしき 

大空なごむ∥作・絵 金の星社 
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書名 著者名 出版者 

ファおじさん物語 春と夏 岩田道夫∥著 未知谷 

フラワーショップの亡霊 斉藤洋∥作 かたおかまなみ∥絵 あかね書房 

ぽかりの木 こうだゆうこ∥作 黒須高嶺∥絵 学研プラス 

ぼくだけのファインプレー  

～スポーツのおはなし野球～ 

（シリーズスポーツのおはなし） 

あさのあつこ∥作 黒須高嶺∥絵 講談社 

ぼくらの都市伝説 ～怖いうわさ～1

青いチュルチュル 

吉田悠軌∥作 ネルノダイスキ∥絵 教育画劇 

まいごのしにがみ いとうみく∥作 田中映理∥絵 理論社 

魔女ラグになれた夏 蓼内明子∥著 PHP 研究所 

まほうのハンカチ ばんひろこ∥作 丸山ゆき∥絵 新日本出版社 

みつきの雪 眞島めいり∥作 牧野千穂∥絵 講談社 

未来を花束にして 小林深雪∥[著] 牧村久実∥画 講談社 

名探偵メクル! ページをめくってスカ

ッとかいけつ! 

藤田遼∥作 SANA∥絵 PHP 研究所 

やがて、物語は逆転する 日本児童文学者協会∥編 山本重也∥

絵 

偕成社 

ラストで君は「まさか!」と言う  

春の物語 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

ラストで君は「まさか!」と言う  

不思議な友だち 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

レイワ怪談 三日月の章 ありがとう・ぁみ∥原作 山田明∥ほか

小説 

学研プラス 

わたしの魔法の羽  

～スポーツのおはなし体操～ 

（シリーズスポーツのおはなし） 

小林深雪∥作 いつか∥絵 講談社 

 

外国のよみもの（14冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

エミリーとはてしない国 [英] ケイト・ソーンダズ∥作  

田中奈津子∥訳 北見葉胡∥絵 

ポプラ社 

おひめさまになったワニ [英] ローラ・エイミー・シュリッツ∥さく 

ブライアン・フロッカ∥え  

中野怜奈∥やく 

福音館書店 

薬屋の魔女ティファニー 4 

わがまま姫とキラメキ★ルビー [英] 

アビー・ロングスタッフ∥作  

中野聖∥訳 つのじゅ∥絵 

学研プラス 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

ケルトの白馬 新版 

（サトクリフ・コレクション） 

[英] 

ローズマリー・サトクリフ∥作  

灰島かり∥訳 

ほるぷ出版 

ゴーストソング [英] スーザン・プライス∥作 金原瑞人∥訳 サウザンブックス社 

ゴーストダンス [英] スーザン・プライス∥作 金原瑞人∥訳 サウザンブックス社 

ステラ・モンゴメリーの冒険 2 

お屋敷の謎 [英] 

ジュディス・ロッセル∥作  

日当陽子∥訳 

評論社 

精霊のなみだ 

（トゥートゥルとふしぎな友だち） 

[中] 

湯湯∥作  

髙野素子∥訳  

平澤朋子∥絵 

あかね書房 

ふたご探偵 4 

消えたプールと脱出ゲーム [英] 

ペニー・ワーナー∥著 番由美子∥訳 

ヒョーゴノスケ∥絵 

KADOKAWA 

ブラウン神父呪いの書 チェスタトン

ショートセレクション [英] 

ギルバート・キース・チェスタトン∥作  

金原瑞人∥訳 ヨシタケシンスケ∥絵 

理論社 

炎の戦士クーフリン 新版  

（サトクリフ・コレクション）[英] 

ローズマリー・サトクリフ∥作  

灰島かり∥訳 

ほるぷ出版 

マインクラフトなぞの日記 [英] ムア・ラファティ∥作 金原瑞人∥共訳 

松浦直美∥共訳 

竹書房 

やかまし村の子どもたち 

（リンドグレーン・コレクション） 

 [スウェーデン] 

アストリッド・リンドグレーン∥作  

イングリッド・ヴァン・ニイマン∥絵 

石井登志子∥訳 

岩波書店 

やかまし村の春夏秋冬 

（リンドグレーン・コレクション） 

 [スウェーデン] 

アストリッド・リンドグレーン∥作  

イングリッド・ヴァン・ニイマン∥絵 

石井登志子∥訳 

岩波書店 

 

古典・詩（6冊） 

書名 著者名 出版者 

古代の都 万葉集から学ぼう日本のこ

ころと言葉 

上野誠∥監修 花村えい子∥絵 こども

くらぶ∥編 

ミネルヴァ書房 

言葉がひろがるイラスト子ども川柳 1 熊田松雄∥編 高村忠範∥絵 汐文社 

言葉がひろがるイラスト子ども川柳 2 熊田松雄∥編 多屋光孫∥絵 汐文社 

言葉がひろがるイラスト子ども川柳 3 熊田松雄∥編 岩間みどり∥絵 汐文社 

詩をつくろう 2 和合亮一∥監修 汐文社 

なまこのぽんぽん 内田麟太郎・詩集 内田麟太郎∥著 大野八生∥絵 銀の鈴社 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

児童室からのお知らせ 

       ○児童室展示  3月 27日(金)～4月 16 日(木) 「生物多様性の本棚」展 

               4 月 17 日(金)～5月 14 日(木) 「ほんがいっぱいたのしさいっぱい」展 


