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🌼今月の pickup   

『雨女とホームラン』  

 吉野万理子∥作 嶽まいこ∥絵  静山社 

野球少年のタッツと、同じクラスで隣の席の里桜は、テレビの星座占いに 

一喜一憂し、ゆうれいやジンクスを気にしてしまう６年生。初めて同じクラ 

スになったふたりは占いの話題で意気投合する。 

そんなふたりのクラスに由樹が転校生としてやってくる。由樹は里桜たち 

と距離を縮めるが、ふとしたことをきっかけにタッツと里桜から悪気なく 

「雨女」と言われ、気に病んだ由樹は遠足を休んでしまう。 

それを知った担任の小山先生は、自分の昔の友達のことについて語りだす。 

目に見えない不確かなものを信じて揺れる子どもたちの気持ちを描きながら、 

最後は雨上がりのようにすっきりとした気持ちを味わえる物語。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2020年 6月受け入れ分：312冊） 

日本の絵本（121冊） 

書名 著者名 出版者 

あかちゃんあかちゃん おおいじゅんこ∥文と絵 ハッピーオウル社 

あさごはんなーに? しまだともみ∥さく 東京書店 

あしたがきらいなうさぎ 高橋久美子∥作 高山裕子∥絵 マイクロマガジン社 

あしゅらのうでのお百しょう まくの明子∥作 篠崎三朗∥絵 てらいんく 

あたまとんとんたたいたら 中川ひろたか∥作 ザ・キャビンカ

ンパニー∥絵 

鈴木出版 

アリとカゲロウ たこ∥文 高木彩∥絵 東洋出版 

うさぎになったゆめがみたいの おくはらゆめ∥作 BL 出版 

うみでなんのぎょうれつ? オームラトモコ∥作 ポプラ社 

うりこひめとあまんじゃく 堀尾青史∥文 赤羽末吉∥絵 BL 出版 

うりのつるくるくる 田島征三∥作 光村教育図書 

ウルトラマンとぼくら VS.怪獣ぐんだん 山本孝∥作・絵 円谷プロダクション∥監修 ポプラ社 

えだまめ こがようこ∥ぶん・え 大日本図書 

おいでおいで ふくだしょう∥さく 中川ひろたか∥

さく かめざわゆうや∥え 

赤ちゃんとママ社 

おいらとぼく 長田真作∥作 文化学園文化出版局 

おいらひょっとこ ザ・キャビンカンパニー∥作・絵 ひさかたチャイルド 
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書名 著者名 出版者 

おかいもの 前田まゆみ∥さく・え 主婦の友社 

おくりもの 豊福まきこ∥作 BL 出版 

おさんぽ 前田まゆみ∥さく・え 主婦の友社 

おたすけこびととおべんとう なかがわちひろ∥文 コヨセジュンジ∥絵 徳間書店 

オタマジャクシつかまえた! いしいつとむ∥[作] 文研出版 

おとなりさん 木坂涼∥文 大塚いちお∥絵 講談社 

オニのふろめぐり 岡田よしたか∥作 小学館 

おばあちゃんもこどもです いもとようこ∥作絵 金の星社 

おばけえん 最上一平∥作 カワダクニコ∥絵 教育画劇 

おばけのやだもん どうぶつえんにいく ひらのゆきこ∥さく・え 教育画劇 

おひさまでるよ 齋藤槙∥さく ほるぷ出版 

おふろだいすきねことおふろだいきらいねこ 古内ヨシ∥作・絵 赤ちゃんとママ社 

おべんとうひゅーるひゅる 古内ヨシ∥さく 大日本図書 

オリンピックせんしゅになりたいな 城井文∥作・絵 金の星社 

おんなじだあれ? しもかわらゆみ∥作 あかね書房 

かえるじゃん つるたあき∥ぶん・え KADOKAWA 

かふんとみつ 飯野和好∥作 絵本塾出版 

キャベツちゃんのワンピース 東直子∥作 わたべめぐみ∥絵 あかね書房 

きょうまどからふくかぜは 谷口國博∥文 高砂淳二∥写真 世界文化ワンダークリエイト 

きらきら 新井洋行∥作・絵 山口真美∥監修 くもん出版 

キラリちゃん ひらぎみつえ∥作・絵 金の星社 

きりかぶのきりじいちゃん なかやみわ∥さく 小学館 

くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプ

ロン 

大塚ミク∥作 オオノマユミ∥絵  

鍛冶屋と料理∥レシピ監修 

出版ワークス 

くすのきだんちのねむりいす 武鹿悦子∥作 末崎茂樹∥絵 ひかりのくに 

くだものいっぱい 浦中こういち∥作 クレヨンハウス 

くまのボウボウ まきみち∥原作・絵 くどうかずし∥文 出版ワークス 

くろねころびんちゃんびろーん くろねこいしょう∥さくえ ティグミーアウト・プレス 

ケーキたべよっ! 後藤貴志∥作・絵 岩崎書店 

けんけんぱっ にごまりこ∥さく 福音館書店 

こうえん くりはらたかし∥[作] 偕成社 

こぐまのカブおつかいへ 牛窪良太∥さく ほるぷ出版 

こころ 金子みすゞ∥童謡 浅沼とおる∥絵 

矢崎節夫∥選 

JULA 出版局 

こぶたのプーちゃん 本田いづみ∥文 さとうあや∥絵 福音館書店 

こんぺいとうはゆめみてた 高畠那生∥絵 坂本美雨∥ナビゲーター JULA 出版局 

サンゴのもり きむらだいすけ∥さく イマジネイション・プラス 



3 

 

書名 著者名 出版者 

しかしか 山田マチ∥文 岡本よしろう∥絵 小学館 

じごくにアイス ナカオマサトシ∥作 澤野秋文∥絵 ひさかたチャイルド 

じごくのさんりんしゃ あさおよう∥作・絵 フレーベル館 

しゅっぱーつ きむらゆういち∥さく エムナマエ∥え 新日本出版社 

すきなことなあに? 山本直美∥さく 山本美希∥え エンブックス 

すきまっこちゃん 竹与井かこ∥作絵 教育画劇 

千両みかん 野村たかあき∥文絵 柳家小三治∥監修 教育画劇 

だから、さびしくない 落合久恵∥さく・え みらいパブリッシング 

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやまただし∥作・絵 鈴木出版 

たまちゃんとしっぽ カズコ G・ストーン∥さく 童心社 

だれにもいわずにおきましょう 高畠那生∥絵 坂本美雨∥ナビゲーター JULA 出版局 

ダンゴムシがやってきた! くすのきしげのり∥作 ゆーちみえこ∥絵 アリス館 

ちいさなみずたまり まつざわくみ∥作 ノーム・コーン∥絵 ニジノ絵本屋 

チップくんのきかんしゃぽっぽー! かろくこうぼう∥作 ひさかたチャイルド 

ちびクワくん やましたこうへい∥作 ほるぷ出版 

チョコアラくん 藤本ともひこ∥作・絵 鈴木出版 

てれるぜ 工藤直子∥詩 いもとようこ∥絵 講談社 

てんにのぼったおけや 松岡節∥文 梅田俊作∥絵 ひかりのくに 

でんにゃ 大塚健太∥作 柴田ケイコ∥絵 パイインターナショナル 

とうさんのてじな ねじめ正一∥作 いぬんこ∥絵 鈴木出版 

どうぶつクッキー 彦坂有紀∥作・絵 もりといずみ∥作・絵 学研プラス 

とかげくんのしっぽ ツク之助∥さく イースト・プレス 

とのさまぶたまん 長野ヒデ子∥作・絵 あすなろ書房 

とりあえずありがとう 五味太郎∥作 絵本館 

とんでいく 風木一人∥さく 岡崎立∥え 福音館書店 

どんなふうにみえるの? 林木林∥作 はたこうしろう∥絵 鈴木出版 

ねずみくんはめいたんてい なかえよしを∥作 上野紀子∥絵 ポプラ社 

ねずみのおきょう 川村たかし∥文 ひだきょうこ∥絵 ひかりのくに 

はっけよーい ケロポンズ∥作 いぬんこ∥絵 ポプラ社 

はっぱのてがみ 西沢杏子∥文 山口まさよし∥絵 子どもの未来社 

花のすきなおおかみ きむらゆういち∥文 葉祥明∥絵 新日本出版社 

ぱぱんがパン! 柴田ケイコ∥作 アリス館 

はぶらしくんです。 とよたかずひこ∥さく・え 童心社 

ヴァモス! あいはらひろゆき∥文 ちゅうがん

じたかむ∥絵 中村憲剛∥監修 

講談社 

バレエのおけいこ 石津ちひろ∥文 庄野ナホコ∥絵 篠

原久美子∥バレエ監修 

ブロンズ新社 
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書名 著者名 出版者 

パンダ! おおいじゅんこ∥作 ほるぷ出版 

パンダオリンピックたいそう いりやまさとし∥作 講談社 

パンどろぼう 柴田ケイコ∥作 KADOKAWA 

ヒゲタさん 山西ゲンイチ∥作・絵 徳間書店 

ひとりだちするきたきつねのこども 手島圭三郎∥絵・文 絵本塾出版 

ひとはなくもの みやのすみれ∥作 やべみつのり∥絵 こぐま社 

ひみつがあります 布川愛子∥著 白泉社 

ふかふかぽん! 若菜ひとし∥作 若菜きよこ∥作 ひさかたチャイルド 

ふしぎ 金子みすゞ∥童謡 浅沼とおる∥絵 矢崎節夫∥選 JULA 出版局 

ふたごのかがみピカルとヒカラ 高山なおみ∥作 つよしゆうこ∥絵 あかね書房 

プリンハムスター ささきみお∥作 WAVE 出版 

ブルエル スタジオチャビコロ∥作 さっさりょうえい∥絵 愛育出版 

ブルーノ まるやまなお∥著 みらいパブリッシング 

フンころがさず 大塚健太∥作 高畠純∥絵 KADOKAWA 

ぼくのすきなおじさん 長新太∥さく 絵本塾出版 

ぼくのポーポがこいをした 村田沙耶香∥作 米増由香∥絵 瀧井朝世∥編 岩崎書店 

ぼくら、うりうりブラザーズ わたなべちとせ∥さく 人間社 

星のなる木 くすのきしげのり∥作 田村セツコ∥絵 星の環会 

ホタルのアダムとほしぞらパーティー 香川照之∥作 ロマン・トマ∥絵 講談社 

ポポときせつのおかしづくり ももろ∥作 あかね書房 

ぽんぽんぽん うしろよしあき∥文 まるやまあやこ∥絵 あすなろ書房 

まっくろいたちのレストラン 島本理生∥作 平岡瞳∥絵 瀧井朝世∥編 岩崎書店 

まめちゃんとまじょ はまのゆか∥作・絵 教育画劇 

まんままんま 中川ひろたか∥文 まるやまあやこ∥絵 光村教育図書 

ミーちゃんとロン あべはじめ∥作 BL 出版 

みんなでねんね 中川ひろたか∥文 まるやまあやこ∥絵 光村教育図書 

もりのかばんやさん ふくざわゆみこ∥作・絵 学研プラス 

やねうらべやのおばけ しおたにまみこ∥[作] 偕成社 

ようかいむらのどんどこまつり たかいよしかず∥作・絵 国土社 

よなかかいじゅうイビキラス 大串ゆうじ∥著 白泉社 

ライオンこぶたのベンジャミン ZENTOY∥さく・え PHP 研究所 

ランカ 野呂きくえ∥さく 松成真理子∥え 偕成社 

りすとかえるとかぜのうた うえだまこと∥作 BL 出版 

わたしたちのえほん 南谷佳世∥文 大畑いくの∥絵 文溪堂 

わらい 金子みすゞ∥童謡 浅沼とおる∥絵 

矢崎節夫∥選 

JULA 出版局 

わらしべちょうじゃ 松岡節∥文 梶山俊夫∥絵 ひかりのくに 
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外国の絵本（36冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

あかずきん[独] グリム∥[原作] グリム∥[原作] 大塚勇三∥やく 福音館書店 

いっしょにいてね[仏] ポリーヌ・ドゥラブロワ=アラール∥作 

HifuMiyo∥絵 山口羊子∥訳 

ポプラ社 

うさぎがいっぱい[英] リチャード・スキャリー∥さく 木坂涼∥やく 好学社 

えんぴつとケシゴム[英] カレン・キルパトリック∥文  

ルイス・O・ラモス・ジュニア∥文  

ヘルマン・ブランコ∥絵 

KADOKAWA 

おばけのジョージーとびだしたけいとだま[英] ロバート・ブライト∥さく こみやゆう∥やく 好学社 

おれ、ピートくいたい[英] マイケル・レックス∥さく ひさやまたいち∥やく 評論社 

おんどりあるくよ[英] リチャード・スキャリー∥さく 木坂涼∥やく 好学社 

きょうりゅうたちのおーっとあぶない[英] ジェイン・ヨーレン∥文 マーク・

ティーグ∥絵 なかがわちひろ∥訳 

小峰書店 

九色のしか[中] リンシュウスイ∥文 リャオジャン

ホン∥絵 宝迫典子∥訳 

廣済堂あかつき 

くまくん、じゅんびはオーケーかい?[英] デイビッド・バロー∥作 おびかゆうこ∥訳 マイクロマガジン社 

クラクフのりゅう ポーランドの昔話 アンヴィル奈宝子∥文・絵 偕成社 

ころがれないいしっころリッキー[英] ミスター・ジェイ∥ぶん エリン・ウォ

ズニアク∥え ギョウ・ヤマグチ∥やく 

イマジネイショ

ン・プラス 

こわがりのちびかいじゅう[仏] マリオ・ラモ∥絵・文 原小枝∥訳 平凡社 

しばふって、いいな![英] レオーネ・アデルソン∥文 ロジャー・

デュボアザン∥絵 こみやゆう∥訳 

瑞雲社(発売) 

ジュリアンはマーメイド[英] ジェシカ・ラブ∥作 横山和江∥訳 サウザンブックス社 

すてきな三にんぐみ[英] トミー=アンゲラー∥作 ラボ教育センター 

せんとてん[仏] ヴェロニク・コーシー∥著 ローラ

ン・シモン∥著 谷川俊太郎∥訳 

かんき出版 

空を飛びたくなったら[英] ジュリー・フォリアーノ∥文 クリスチ

ャン・ロビンソン∥絵 田中一明∥訳 

カクイチ研究所 

たのしい森をさがして[中] ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌ

ヴー∥絵 中由美子∥訳 

樹立社 

チャーリー、こっちだよ[英] キャレン・レヴィス∥さく チャールズ・サ

ントソ∥え いわじょうよしひと∥やく 

BL 出版 

どうぶつたちのがっこうって? [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 

にんぎょのルーシー[英] SOOSH∥ぶん・え 高橋久美子∥やく トゥーヴァージンズ 

ねえさんの青いヒジャブ[英] イブティハージ・ムハンマド∥文 

S・K・アリ∥文 ハテム・アリ∥絵 

BL 出版 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

はたらくくるまたちとちいさなステアち

ゃん[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 

春がきたよ、ムーミントロール[スウェー

デン] 

トーベ・ヤンソン∥原作・絵 ラルス・

ヤンソン∥原作・絵 当麻ゆか∥訳 

徳間書店 

ビンキーはねをひろげて[英] シャーミラ・コリンズ∥ぶん カロリー

ナ・ラベイ∥え なかがわあや∥やく 

イマジネイショ

ン・プラス 

ぼくだってとべるんだ[英] フィフィ・クオ∥作・絵 まえざわあきえ∥訳 ひさかたチャイルド 

ぼくのうた、なんだっけ?[独] ヘンドリック・ヨナス∥作絵 いし

かわもとこ∥訳 

偕成社 

ぼくのしましまテッド[英] テリーサ・ヒーピー∥ぶん ケイティ・

クレミンソン∥え 金原瑞人∥やく 

NHK出版 

ママとうみのやくそく[韓] コヒヨン∥ぶん エヴァ・アルミセ

ン∥え おおたけきよみ∥やく 

主婦の友社 

ママはかいぞく[仏] カリーヌ・シュリュグ∥ぶん レミ・サ

イヤール∥え やまもとともこ∥やく 

光文社 

ムカムカドッカーン![仏] ミレイユ・ダランセ∥作 ふしみみさを∥訳 パイインターナショナル 

ムーミントロールと小さな竜[スウェーデ

ン] 

トーベ・ヤンソン∥原作  

セシリア・ダヴィッドソン∥文  

セシリア・ヘイッキラ∥絵 

徳間書店 

もぐらのモリス[英] ダン・ヤッカリーノ∥絵と文  

青山南となかまたち∥訳 

カクイチ研究所 

山はしっている[英] リビー・ウォルデン∥作 リチャー

ド・ジョーンズ∥絵 横山和江∥訳 

鈴木出版 

ゆめみるへや[中] ヤンホンイン∥文 エレーヌ・ルヌ

ヴー∥絵 中由美子∥訳 

樹立社 

 

ちしきの絵本（46冊） 

書名 著者名 出版者 

あいちゃんのひみつ 竹山美奈子∥取材・文 えがしらみ

ちこ∥絵 玉井邦夫∥監修 

岩崎書店 

あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとうしのぶ∥構成・絵 のら書店 

いし 中川ひろたか∥作 高畠那生∥絵 アリス館 

駅のピアノ 稲葉茂勝∥文 吉澤みか∥絵 今人舎 

えほんなぞなぞうた 谷川俊太郎∥文 あべ弘士∥絵 童話屋 

エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール∥絵 偕成社 

おかたづけ うえだしげこ∥さく・え Emi∥原案・監修 パイインターナショナル 

おひなさまの平安生活えほん ほりかわりまこ∥作 あすなろ書房 
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書名 著者名 出版者 

かぞえてみようどうぶつスポーツたいか

い 

ヴィルジニー・モルガン∥文・絵 

石津ちひろ∥訳 

岩波書店 

かな? 大日本タイポ組合∥さく 偕成社 

かなへび 竹中践∥ぶん 石森愛彦∥え 福音館書店 

きみたち!なにしてるの? コルネリア・ヴァルデーシュテン∥著 

柳沢由実子∥訳 

K&B パブリッシ

ャーズ 

恐竜トリケラトプスとあくまのもり 黒川みつひろ∥作・絵 小峰書店 

こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむ

かう 

アダム M.ウォレス∥作 アダム・リオング∥絵  

ヴァレンティナ T.セゴヴィア∥編集 

子どもの未来社 

こえをかければよかったのに… NHK E テレ「u&i」制作班∥編  

西田征史∥原作 鈴木友唯∥絵 

ほるぷ出版 

ことわざしょうてんがい かんべあやこ∥作 あかね書房 

このあななんじゃ ひがたのいきものへん きむらたえこ∥さく みぞぐちともや∥え 仮説社 

さがして!みつけて!旅あそび しんたにともこ∥作 小学館 

シェルパのポルパ エベレストにのぼる 石川直樹∥文 梨木羊∥絵 岩波書店 

しゃかしゃか 新井洋行∥作・絵 山口真美∥監修 くもん出版 

すずめのまる 箕輪義隆∥絵 かんちくたかこ∥文 

川上和人∥監修 

アリス館 

そうたいせいりろん for babies クリス・フェリー∥さく 村山斉∥かんやく サンマーク出版 

ちっちゃなつぶやきなぞなぞちゃん さいとうしのぶ∥作 ポプラ社 

どうしてうんちがでるの? カースティ・ホームズ∥作  

[佐々木曜∥翻訳・編集] 

ブティック社 

どうしておしっこがでるの? エミリー・デュフレーヌ∥作  

[佐々木曜∥翻訳・編集] 

ブティック社 

どうしてちがでるの? カースティ・ホームズ∥作  

[佐々木曜∥翻訳・編集] 

ブティック社 

どうしてなみだがでるの? エミリー・デュフレーヌ∥作  

[佐々木曜∥翻訳・編集] 

ブティック社 

どうしてねむるの? エミリー・デュフレーヌ∥作  

[佐々木曜∥翻訳・編集] 

ブティック社 

とうちゃんはむしゃんよか 内田麟太郎∥文 西村繁男∥絵 光村教育図書 

なかよくなれるかな? NHK E テレ「u&i」制作班∥編  

西田征史∥原作 鈴木友唯∥絵 

ほるぷ出版 

のりものなぞなぞ 斉藤洋∥作 こわせもりやす∥絵 講談社 

はじめてのちきゅうえほん てづかあけみ∥さく・え 斎藤紀男∥監修 パイインターナショナル 

はじめてまなぶえでまなぶこっきのえほん Storm Machine Graphics∥イラスト コクヨ 

はなちゃんとぴかりんピカピカだいさくせん! いだのりこ∥さく まつもとはるの∥え 婦人之友社 
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書名 著者名 出版者 

はやくちことばのさんぽみち 平田昌広∥文 広野多珂子∥絵 アリス館 

ふかふかパンのひみつ   ひさかたチャイルド 

富士山にのぼる 石川直樹∥著 松田素子∥構成・編集 アリス館 

プラスチック星にはなりたくない! ニール・レイトン∥作・絵 いわじょう

よしひと∥訳 高田秀重∥日本語版監修 

ひさかたチャイル

ド 

ほっほっほたる すとうあさえ∥ぶん 相野谷由起∥え ほるぷ出版 

マイキーはど～こだ? リサ・ラーソン∥イラスト パイインターナショナル 

まほうのおまめ 松本春野∥文・絵 辰巳芳子∥監修 文藝春秋 

みつけた!こんちゅう 鎌田歩∥作・絵 教育画劇 

虫ガール ソフィア・スペンサー∥文 マーガレット・

マクナマラ∥文 ケラスコエット∥絵 

岩崎書店 

もっとかぞえてみよう ディック・ブルーナ∥ぶんえ 福音館書店 

りょうしりきがく for babies クリス・フェリー∥さく 村山斉∥かんやく サンマーク出版 

りんごごろごろ もぎあきこ∥ぶん 森あさ子∥え 世界文化ワンダークリエイト 

 

日本のよみもの（80冊） 

書名 著者名 出版者 

赤毛証明 光丘真理∥作 くもん出版 

朝顔のハガキ 山下みゆき∥作 ゆの∥絵 朝日学生新聞社 

雨女とホームラン  今月の pickup で紹介 吉野万理子∥作 嶽まいこ∥絵 静山社 

雨の日は、いっしょに 大久保雨咲∥作 殿内真帆∥絵 佼成出版社 

いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう! あさのあつこ∥作 佐藤真紀子∥絵 新日本出版社 

異界からのラブレター 薫くみこ∥作 高橋由季∥絵 ポプラ社 

イケてる!ろくろ首!! 丘紫真璃∥著 講談社 

いろどり屋 廣嶋玲子∥作 佐竹美保∥絵 静山社 

SF ショートストーリー傑作セレクション 宇宙編 日下三蔵∥編 汐文社 

えんそくのおばけずかん 斉藤洋∥作 宮本えつよし∥絵 講談社 

オオカミの時間 三田村信行∥著 佐々木マキ∥画 理論社 

おかしっこ学校はじめ組はじめてのドキ

ドキにゅうがくしき 

北川チハル∥作 公文祐子∥絵 東洋館出版社 

おかしっこ学校はじめ組はじめてのハリ

キリにっちょくにんじゃ 

北川チハル∥作 公文祐子∥絵 東洋館出版社 

おかしっこ学校はじめ組はじめてのぷる

ぷるプール 

北川チハル∥作 公文祐子∥絵 東洋館出版社 

おじょうさま小学生はなこ 川之上英子∥作絵 川之上健∥作絵 岩崎書店 

おっちょこ魔女先生 廣嶋玲子∥作 ひらいたかこ∥絵 KADOKAWA 

おねがい流れ星 如月かずさ∥作 はたこうしろう∥絵 小峰書店 
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書名 著者名 出版者 

おぶぎょうざさま ささきみお∥作・絵 文研出版 

怪盗クイーンからの予告状 はやみねかおる∥著 K2 商会∥絵 講談社 

かみさまのベビーシッター 廣嶋玲子∥作 木村いこ∥絵 理論社 

紙ひこうき、きみへ 野中柊∥作 木内達朗∥絵 偕成社 

からくり探偵団 藤江じゅん∥作 三木謙次∥絵 KADOKAWA 

きつねのしっぽ おくはらゆめ∥作 小峰書店 

きみが、この本、読んだなら ざわめく教室編 戸森しるこ∥作 おおぎやなぎちか∥作 赤羽じゅんこ∥作 さ・え・ら書房 

きみが、この本、読んだなら とまどう放課後編 森川成美∥作 高田由紀子∥作 松本聰美∥作 さ・え・ら書房 

QK 部 黄黒真直∥著 KADOKAWA 

教室の日曜日 村上しいこ∥作 田中六大∥絵 講談社 

くろりすくんとしまりすくん いとうひろし∥作・絵 講談社 

原稿用紙 1枚の物語 あいはらまひろ∥著 佐藤おどり∥イラスト KADOKAWA 

恋とポテトと夏休み 神戸遥真∥著 おとないちあき∥画 講談社 

恋とポテトと文化祭 神戸遥真∥著 おとないちあき∥画 講談社 

ごきげんな毎日 いとうみく∥作 佐藤真紀子∥絵 文研出版 

五七五の冬 万乃華れん∥作 黒須高嶺∥絵 文研出版 

コットンのティータイム あんびるやすこ∥著 岩崎書店 

5 分後に恋の結末 橘つばさ∥著 桃戸ハル∥著 かとうれい∥絵 学研プラス 

5 分で読書 カドカワ読書タイム∥編 KADOKAWA 

こわいぞ!おばけりょこう 吉田純子∥作 つじむらあゆこ∥絵 あかね書房 

詩をつくろう 3 和合亮一∥監修 汐文社 

青春サプリ。自分を変えてくれる場所 安藤隆人∥文 菊地高弘∥文 氏原英明∥文 くじょう∥絵 ポプラ社 

青春サプリ。なりたい自分になれる 近江屋一朗∥ オザワ部長∥文 ながしろばんり∥文  

田中夕子∥文 緑慎也∥文 くじょう∥絵 

ポプラ社 

青春サプリ。乗り越えられない試練なんてない オザワ部長∥文 日比野 恭三∥文，菊地高弘∥文 

安藤隆人∥文 くじょう∥絵 

ポプラ社 

戦争にいったうま いしいゆみ∥作 大庭賢哉∥絵 静山社 

そのときがくるくる すずきみえ∥作 くすはら順子∥絵 文研出版 

ソラタとヒナタ かんのゆうこ∥さく くまあやこ∥え 講談社 

たまごの魔法屋トワ 宮下恵茉∥作 星谷ゆき∥絵 文響社 

タミーと魔法のことば 野田道子∥作 クボ桂汰∥絵 小峰書店 

ダヤン、奇妙な夢をみる 池田あきこ∥著 ほるぷ出版 

ちょきんばこのたびやすみ 村上しいこ∥さく 長谷川義史∥え PHP 研究所 

てっぺんの上 イノウエミホコ∥作 スカイエマ∥絵 文研出版 

ドーナツの歩道橋 升井純子∥著 ポプラ社 

トラブル旅行社(トラベル) 廣嶋玲子∥文 コマツシンヤ∥絵 金の星社 

とりかえっこ 泉啓子∥作 東野さとる∥絵 新日本出版社 
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書名 著者名 出版者 

トリコロールをさがして 戸森しるこ∥作 結布∥絵 ポプラ社 

24 時間のキョーフ 日本児童文学者協会∥編 軽部武宏∥絵 フレーベル館 

願いを叶える雑貨店黄昏堂 桐谷直∥著 PHP 研究所 

ばかみたいって言われてもいいよ 吉田桃子∥著 講談社 

8・9・10(バクテン)! 板橋雅弘∥作 柴崎早智子∥絵 岩崎書店 

はじまりの夏 吉田道子∥作 大野八生∥絵 あかね書房 

パパのはなよめさん 麻生かづこ∥作 垂石眞子∥絵 ポプラ社 

はりねずみのルーチカ かんのゆうこ∥作 北見葉胡∥絵 講談社 

ぼくたちの緑の星 小手鞠るい∥作 片山若子∥絵 童心社 

ぼくと母さんのキャラバン 柏葉幸子∥著 泉雅史∥絵 講談社 

ぼくとキキとアトリエで 中川洋典∥作 文研出版 

「僕らと街」のショートストーリー 堀真潮∥著 辰巳出版 

ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀直子∥作 田中六大∥絵 ポプラ社 

保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり∥著 おとないちあき∥装画・挿画 講談社 

ポシーとポパー オカザキヨシヒサ∥作 小林系∥絵 理論社 

本能寺の敵 加部鈴子∥作 田中寛崇∥画 くもん出版 

本屋のミミ、おでかけする! 森環∥作 あかね書房 

まじょのナニーさんなみだの海でであった人魚 藤真知子∥作 はっとりななみ∥絵 ポプラ社 

まちがいなく名探偵 杉山亮∥作 中川大輔∥絵 偕成社 

ミステリー案内人さんのコワイハナシ クロネコの部屋∥原作  

一夜月夜∥著 天乃聖樹∥著 

KADOKAWA 

無限の中心で まはら三桃∥著 講談社 

名探偵 AI・HARA 佐東みどり∥作 ふすい∥絵 毎日新聞出版 

モールランド・ストーリー 3 ひこ・田中∥作 中島梨絵∥画 福音館書店 

やがらす魔道具店と黒い結末 田丸雅智∥著 大志∥絵 学研プラス 

ゆうれい猫と魔術師の少年 廣嶋玲子∥作 バラマツヒトミ∥絵 岩崎書店 

ゆりの木荘の子どもたち 富安陽子∥作 佐竹美保∥絵 講談社 

ラーメンかあさん なかむらふう∥作 しのざきみつお∥絵 てらいんく 

レッツはおなか ひこ・田中∥さく ヨシタケシンスケ∥え 講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちいさなレッツの感じた世界を描いたレッツシリーズに、9 年ぶりに新

作が加わりました。今度は、5 歳のレッツが、自分がかあさんのおなかにい

た時のことに思いを巡らせます。 
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外国のよみもの（29冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

兄の名は、ジェシカ[英] ジョン・ボイン∥著 原田勝∥訳 あすなろ書房 

アーニャは、きっと来る[英] マイケル・モーパーゴ∥作 佐藤見果夢∥訳 評論社 

嵐の守り手[英] キャサリン・ドイル∥作 村上利佳∥訳 評論社 

暗号クラブ 17[英] ペニー・ワーナー∥著  

番由美子∥訳 ヒョーゴノスケ∥絵 

KADOKAWA 

ウサギとぼくのこまった毎日[英] ジュディス・カー∥作・絵 こだまともこ∥訳 徳間書店 

エルシーと魔法の一週間[英] ケイ・ウマンスキー∥著 岡田好惠∥訳 評論社 

おいで、アラスカ![蘭] アンナ・ウォルツ∥作 野坂悦子∥訳 フレーベル館 

クローバーと魔法動物[英] ケイリー・ジョージ∥作  

久保陽子∥訳 スカイエマ∥絵 

童心社 

コピーボーイ[英] ヴィンス・ヴォーター∥作 原田勝∥訳 岩波書店 

樹上の葉樹上の花[中] 曹文軒∥作 水野衛子∥訳 樹立社 

そして誰もいなくなった[英] アガサ・クリスティー∥著 青木久惠∥訳 早川書房 

ソレルとおどろきの種[英] ニコラ・スキナー∥作 宮坂宏美∥訳 ハーパーコリンズ・ジャパン 

父さんが帰らない町で[英] キース・グレイ∥作 野沢佳織∥訳 金子恵∥絵 徳間書店 

トミーとタペンスの大冒険 秘密機関[英] アガサ・クリスティー∥著 嵯峨静江∥訳 早川書房 

囚われのアマル[英] アイシャ・サイード∥作 相良倫子∥訳 さ・え・ら書房 

ドリトル先生アフリカへ行く[英] ヒュー・ロフティング∥著  

金原瑞人∥共訳 藤嶋桂子∥共訳 

竹書房 

春の嵐[英] ジーン・バーズオール∥作 代田亜香子∥訳 小峰書店 

ピノピノよもうよ[伊] ロベルト・ピウミーニ∥原作 アン

ナ・クルティ∥絵 山本和子∥翻案 

学研プラス 

秘密のノート[英] ジョー・コットリル∥作 杉田七重∥訳 小学館 

プチ・ニコラの休み時間[仏] ルネ・ゴシニ∥文 ジャン=ジャッ

ク・サンペ∥絵 曽根元吉∥訳 

世界文化社 

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日[独] ヘルマン・シュルツ∥作 渡辺広佐∥訳 徳間書店 

Bonjour!プチ・ニコラ[仏] ルネ・ゴシニ∥文 ジャン=ジャッ

ク・サンペ∥絵 曽根元吉∥訳 

世界文化社 

マリエラ・ミステリー[英] ケイト・パンクハースト∥作 須賀紀子∥訳 スギ∥絵 西東社 

ミス・マープルの名推理パディントン発 4 時 50 分[英] アガサ・クリスティー∥著 小尾芙佐∥訳 早川書房 

名探偵カッレ地主館の罠[スウェーデ

ン] 

アストリッド・リンドグレーン∥作 

菱木晃子∥訳 平澤朋子∥絵 

岩波書店 

名探偵ポアロ 雲をつかむ死[英] アガサ・クリスティー∥著 田中一江∥訳 早川書房 

名探偵ポアロ メソポタミヤの殺人[英] アガサ・クリスティー∥著 田村義進∥訳 早川書房 

名探偵ポアロ オリエント急行の殺人[英] アガサ・クリスティー∥著 山本やよい∥訳 早川書房 

ロウリーのいい子日記[英] ジェフ・キニー∥作 中井はるの∥訳 ポプラ社 
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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 

       ○児童室展示 7 月 3 日(金)～7 月 16 日(木)  「いろんなお仕事」 

              7 月 17 日(金)～9 月 3 日(木)   夏の展示「戦争/こわい話/自由研究」 


