
1 

 

🌼今月の pickup 

『二番目の悪者』林木林∥作 庄野ナホコ∥絵 小さい書房(2014 年に出版された図書の大型版) 

とても美しい黄金のたてがみを持つ大金持ちのライオンがいた。彼は、その美

しさと富に誇りを持ち、さらに地位と権力を求めた。一方で、街外れには銀のた

てがみを持った心優しく穏やかなライオンがいた。その国の次の王さまを国民が

決めることになったとき、黄金のたてがみのライオンは銀のたてがみのライオン

に負けないよう、相手についての悪い噂を流した。最初は信じなかった者たちも、

繰り返され、尾ひれがついて大きくなった噂を信じるようになり、黄金のたてが

みを持ったライオンは国王となる。そうして陰惨な時代が始まった…。 

表題紙に掲げられた、「これが全て作り話だと言い切れるだろうか－」という言

葉のとおり、寓話というには生々しすぎる物語で、噂が広まり、嘘が信じられ、

真実が踏みにじられる様を描いている。一番目の悪者はだれでもわかる、でも、

二番目の悪者は?タイトルが問いとなって読後に重くのしかかってくる作品である。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021 年 7 月受け入れ分：260 冊） 

日本の絵本（96 冊） 

書名 著者名 出版者 

青い花(にじいろえほん) 安房直子∥作 南塚直子∥絵 小峰書店 

あかいさんりんしゃ～こわいおはなし～ 犬飼由美恵∥文 中島梨絵∥絵 成美堂出版 

あっぱれ!どぐうちゃん（ポプラ社の絵本） 堀切リエ∥ぶん 長谷川知子∥え ポプラ社 

あまがえるのぼうけん たてのひろし∥作 かわしまはるこ∥絵 世界文化ブックス 

あら、そんなの! 高橋和枝∥著  偕成社 

アリィはおとどけやさん 大久保雨咲∥作 吉田尚令∥絵 ひさかたチャイルド 

いたいときのおまじない 

（角野栄子のアコちゃん絵本） 

角野栄子∥作 よしむらめぐ∥絵 小学館 

いっしょに(銀の鈴文庫) 内田麟太郎∥詩 たかすかずみ∥絵 銀の鈴社 

いつつごうさぎとうみのほうせき まつおりかこ∥作・絵  岩崎書店 

いろいろかえる きくちちき∥[作]  偕成社 

いろどろぼう 中垣ゆたか∥作・絵  金の星社 

うちゅうひゃっかてん 黒岩まゆ∥作  小学館 

絵本筑豊一代 山本作兵衛∥画 王塚跣∥原作 石風社 

エレベーター（ゾッとする怪談えほん） 有田奈央∥文 大野隆介∥絵 新日本出版社 

 

2021 年 8 月 486 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 

おおきいのちいさいの ふくだじゅんこ∥[作]  大日本図書 

おおきなかべがあったとさ サトシン∥文 広瀬克也∥絵 文溪堂 

おさんぽのおやくそくだもの きだにやすのり∥さく わたなべあや∥え あかね書房 

おばけとかくれんぼ 植垣歩子∥さく  ほるぷ出版 

おばけになりたいなす（えほんのぼうけん） 岩神愛∥作・絵  岩崎書店 

おばけにプレゼントくれませんか? 

（わたしのえほん） 

せきゆうこ∥作・絵  PHP研究所 

おばけのパンやさん いちよんご∥作・絵  教育画劇 

お化けの猛暑日 川端誠∥作  BL 出版 

おひさまわらった きくちちき∥作  JULA 出版局 

おふろひえてます（ぽかぽかおふろ） とよたかずひこ∥さく・え  ひさかたチャイルド 

おもわずおもわず えがしらみちこ∥作  あかね書房 

おやまでテント ゆーちみえこ∥作  アリス館 

かえるくんとあたらしいおともだち 

（講談社の創作絵本） 

鈴木真実∥作  講談社 

カサコソのかくれんぼ ザ・キャビンカンパニー∥作・絵  偕成社 

カラフルなひとりごと（ほるぷ創作絵本） 種村有希子∥作  ほるぷ出版 

きゅうきゅうブーブー 

（tupera tuperaの CUBE えほん） 

tupera tupera∥作  岩崎書店 

くっくのおてつだい 中島和子∥原作 いもとようこ∥文・絵 ひかりのくに 

コップのすいえい 二宮由紀子∥作 朝倉世界一∥絵 フレーベル館 

しましましましょ 北村人∥作  小学館 

十円玉の話（ことばとえ） 牧野伊三夫∥絵と文  あかね書房 

スイカワンときもだめし 

（世界文化社のワンダー絵本） 

澤野秋文∥作  世界文化ワンダ

ークリエイト 

すきなことにがてなこと 新井洋行∥作 嶽まいこ∥絵 くもん出版 

すてきなひとりぼっち なかがわちひろ∥作  のら書店 

ぞうさんのふうせん（講談社の幼児えほん） 内田麟太郎∥ぶん 北谷しげひさ∥え 講談社 

空よ! 内田麟太郎∥詩 後藤美月∥絵 アリス館 

ぞろぞろぞろぞろ 春田香歩∥[作]  偕成社 

だーっこだっこ にへいたもつ∥作 わたなべさとこ∥絵 KADOKAWA 

たろうがらす じろうがらす かこさとし∥著  復刊ドットコム 

だんだんだんだん たけがみたえ∥作・絵  ひさかたチャイルド 

ちびクワくんどんぐりぼうしはどこ? やましたこうへい∥作  ほるぷ出版 

ちゃわんちゃんです。（たのしいいちにち） とよたかずひこ∥さく・え  童心社 

ちゅっちゅとこっぷちゃん いいもりみほ∥著  文溪堂 

ちゅらうみのサンゴ Shusui∥げんあん 佐々木一聡∥え RUI∥ぶん 光文社 
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書名 著者名 出版者 

ちんあなごのちんちんでんしゃ 

（講談社の創作絵本） 

大塚健太∥作 くさかみなこ∥絵 講談社 

ついてくる 小川育∥作・絵  教育画劇 

つくろう!つくろう!おべんとう 若菜ひとし∥作 若菜きよこ∥作 ひさかたチャイルド 

てがみがきたなきしししし 網代幸介∥作  ミシマ社 

デリバリーぶた 加藤休ミ∥作  偕成社 

どうぶつ勝負(かちまけ)はっけよい!～しかけ絵本～ 大橋慶子∥さく  教育画劇 

とうもろこしぬぐぞう（はじめてえほん） はらしままみ∥作・絵  ポプラ社 

としょかんのきょうりゅう 鈴木まもる∥作・絵  徳間書店 

どすこいすしずもう～サーモンざくらのひ

みつ～（講談社の創作絵本） 

アンマサコ∥作  講談社 

ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん! 

（MOE のえほん） 

キューライス∥著  白泉社 

どんめくり やぎたみこ∥作  ブロンズ新社 

なまずにいさん（講談社の創作絵本） 穂高順也∥さく 西野沙織∥え 講談社 

なわとびょ～ん シゲリカツヒコ∥作  KADOKAWA 

なんだかたのしそう 古内ヨシ∥作  絵本館 

にげろ!どろねこちゃん 竹下文子∥文 おくはらゆめ∥絵 教育画劇 

二番目の悪者 林木林∥作 庄野ナホコ∥絵 小さい書房 

二平方メートルの世界で 前田海音∥文 はたこうしろう∥絵 小学館 

ねこねこほいくえんおさんぽカー 

（講談社の創作絵本） 

石崎洋司∥ぶん 北岸由美∥え 講談社 

眠り猫（日本傑作絵本シリーズ） 宝井琴調∥文 ささめやゆき∥絵 福音館書店 

ノラネコぐんだんアイスのくに 

（コドモエのえほん） 

工藤ノリコ∥著  白泉社 

パーンツ!（講談社の幼児えほん） 藤本ともひこ∥作  講談社 

はくさいぼうやとねずみくん 堀米薫∥ぶん こがしわかおり∥え 新日本出版社 

ばけばけばけばけばけたくん かみなりの巻 岩田明子∥ぶん・え  大日本図書 

ばけねこ（おばけ話絵本） 杉山亮∥作 アンマサコ∥絵 ポプラ社 

はらぺこ横綱（日本傑作絵本シリーズ） 宝井琴調∥文 ささめやゆき∥絵 福音館書店 

ハルにははねがはえてるから 

（亜紀書房えほんシリーズ〈あき箱〉） 

大前粟生∥作 宮崎夏次系∥絵 亜紀書房 

パンダツアー（コドモエのえほん） のはなはるか∥著  白泉社 

ひー（チューリップえほんシリーズ） りとうようい∥作・絵  鈴木出版 

びりびり（とことこえほん） 中新井純子∥作  童心社 

ふかふか おのかつこ∥さく・え  国土社 

ぶどうくん（PHPにこにこえほん） さとうめぐみ∥作・絵  PHP研究所 
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書名 著者名 出版者 

へんしんへんしんフルーツポンチ 山本祐司∥さく  ほるぷ出版 

へんてこたいそう 新井洋行∥作・絵  小峰書店 

ぼくとあいつ きむらゆういち∥作・絵  ニコモ 

ぼくとがっこう 谷川俊太郎∥文 はたこうしろう∥絵 アリス館 

ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよたかずひこ∥著  アリス館 

ほらふきカールおじさん～トルコへいく～

（講談社の創作絵本） 

斉藤洋∥文 高畠純∥絵 講談社 

まいごのたまごにいちゃん 

（ひまわりえほんシリーズ） 

あきやまただし∥作・絵  鈴木出版 

まるのみへび 花田鳩子∥ぶん 植垣歩子∥え 大日本図書 

みちとなつ（日本傑作絵本シリーズ） 杉田比呂美∥さく  福音館書店 

モグラのモーとグーとラーコ（絵本の時間） みやにしたつや∥作・絵  ポプラ社 

もしものくに 馬場のぼる∥作  こぐま社 

ものおもう 新井洋行∥[作]  アルファポリス 

もりの 100 かいだてのいえ いわいとしお∥[作]  偕成社 

妖怪俳句 石津ちひろ∥俳句 広瀬克也∥絵 絵本館 

ようかいむらのしとしとあめふり たかいよしかず∥作・絵  国土社 

わたしのかみがた 樋勝朋巳∥作  ブロンズ新社 

わたしのともだちポルポちゃん 

（講談社の創作絵本） 

もとしたいづみ∥文 北見葉胡∥絵 講談社 

わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきのゆみこ∥作 上野与志∥作 末崎茂樹∥絵  ひさかたチャイルド 

 

外国の絵本（34 冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

あおいろペンギン[英] ペトル・ホラチェック∥作 青山南∥訳  化学同人 

うみべのくまちゃん[英] シャーリー・パレントー∥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 

おてんきガールズ～きせつのおでかけ～[英] アキ∥作 木坂涼∥訳  ほるぷ出版 

音楽をお月さまに[英] フィリップ・ステッド∥文 エリン・ステッド∥

絵 田中万里∥訳 

カクイチ研究所 

カイマンのダンス～アマゾンのおはなし～[仏] 市川里美∥作   BL 出版 

キオスク[ラトビア] アネテ・メレツェ∥さく くろさわあゆみ∥やく  潮出版社 

きみとぼくがつくるもの～いっしょにみら

いをいきていくためのけいかく～[英] 

オリヴァー・ジェファーズ∥さく 

tupera tupera∥やく  

ほるぷ出版 

くさをたべすぎたロバくん[英] アヌスカ・アレプス∥さく ふしみみさを∥やく  BL 出版 

クリフォードおおきなおおきなあかいいぬ[英] ノーマン・ブリッドウェル∥作 椎名かおる∥訳  あすなろ書房 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

クリフォードちいさなちいさなあかいいぬ[英] ノーマン・ブリッドウェル∥作 椎名かおる∥訳  あすなろ書房 

くるくるくるま～インゲラさんののりもの

えほん～（MOE のえほん）[英] 

インゲラ・アリアニウス∥著   白泉社 

クロのあたらしいうち[英] エマ・チチェスター・クラーク∥作・絵  

こだまともこ∥訳  

徳間書店 

ことりのぴーと[蘭] ディック・ブルーナ∥ぶんえ まつおかきょうこ∥やく  福音館書店 

ジェシカといっしょ[英] ケビン・ヘンクス∥作・絵 小風さち∥訳  徳間書店 

すいかのたね[英] グレッグ・ピゾーリ∥作 みやさかひろみ∥訳  こぐま社 

すなのおしろ[ヘブライ] エイナット・ツァルファティ∥作 青山南∥訳  光村教育図書 

空とぶ馬と七人のきょうだい～モンゴルの

北斗七星のおはなし～[蒙古] 

イチンノロブ・ガンバートル∥文 バーサンスレ

ン・ボロルマー∥絵 津田紀子∥訳 

廣済堂あかつき 

ちえくらべ～アーファンティのとんちばな

し～（中国絵本館）[中] 

アクバル・ウラム∥原作 ミアオウェイ∥改編  

ワンホンビン∥絵 髙野素子∥訳 

樹立社 

ディアボーイ～おとこのこたちへ～[英] パリス・ローゼンタール∥ぶん  

ジェイソン・ローゼンタール∥ぶん  

ホリー・ハタム∥え 高橋久美子∥やく 

主婦の友社 

トマトの森では…[仏] フィリケえつこ∥作・訳   WAVE 出版 

はげたかのオーランドー[英] トミー・ウンゲラー∥さく こみやゆう∥やく  好学社 

パパとタイガのとびっきりキャンプ!（パパ

とタイガの大冒険!!シリーズ）[英] 

セバスチャン・ブラウン∥さく  

聞かせ屋。けいたろう∥やく  

教育画劇 

パフィンちゃんどこにいるの?（スケリッグ

島のぼうけん）[英] 

エリカ・マッギャン∥作 ショーン・デイリー∥

原作 ジェリー・デイリー∥絵 寺田伸一∥訳 

鳥影社 

はろるどのたからさがし[英] クロケット・ジョンソン∥原作 小宮由∥訳  出版ワークス 

ふまんばかりのメシュカおばさん[英] キャロル・チャップマン∥さく 

 アーノルド・ローベル∥え こみやゆう∥やく 

好学社 

フンコロガシといしころ～ころころころこ

ろうみへいく～[仏] 

クレール・シュヴァルツ∥作 

ふしみみさを∥訳 

クレヨンハウス 

ぼくのなかの木[英] コリーナ・ルウケン∥絵と文 島津やよい∥訳  新評論 

ぼくのふしぎな力[英] ジム・ラマルシェ∥作 藤本朝巳∥訳  BL 出版 

ぼくは川のように話す[英] ジョーダン・スコット∥文  

シドニー・スミス∥絵 原田勝∥訳 

偕成社 

真夜中のちいさなようせい（ポプラせかい

の絵本）[朝鮮] 

シンソンミ∥絵と文 清水知佐子∥訳  ポプラ社 

ムーミントロールと真夏のミステリー（ム

ーミンのおはなしえほん）[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 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

やさしくてあたたかい[伊] リッカルド・フランカヴィーリャ∥さく  

やまさきみづは∥やく  

化学同人 

楽園のむこうがわ[仏] ノリタケユキコ∥作 椎名かおる∥文  あすなろ書房 

リトル・アイ 

～・をなくした i のはなし～[英] 

マイケル・ホール∥作 町田淳子∥訳  子どもの未来社 

 

ちしきの絵本（47 冊） 

書名 著者名 出版者 

あいうえオノマトペ 

～ことばを育てるえほん～ 

石上志保∥文 赤池佳江子∥絵  河出書房新社 

あべ弘士のシートン動物記 3 E・T・シートン∥原作 あべ弘士∥文・絵  学研プラス 

奄美の道で生きものみーつけた 松橋利光∥写真 木元侑菜∥文  新日本出版社 

いきものづくしものづくし 3 大田黒摩利∥[作] 廣野研一∥[作]  

松岡達英∥[作] 

福音館書店 

いきものづくしものづくし 4 内城葉子∥[作] 荒川暢∥[作]  

なかの真実∥[作] 

福音館書店 

いきものづくしものづくし 5 田中豊美∥[作] 荒川暢∥[作]  

柴崎瑞季∥[作] 

福音館書店 

色とりどりの鳥～オーストラリアアボリジ

ナルのおはなし～ 

（世界のむかしのおはなし） 

ほそえさちよ∥再話 たけがみたえ∥絵  玉川大学出版部 

うまれたよ!トカゲ 

（よみきかせいきものしゃしんえほん） 

関慎太郎∥写真・文   岩崎書店 

うまれたよ!ハンミョウ 

（よみきかせいきものしゃしんえほん） 

青木由親∥写真・文   岩崎書店 

うまれてそだつ 

～わたしたちの DNA といでん～ 

ニコラ・デイビス∥文  

エミリー・サットン∥絵 越智典子∥訳 

ゴブリン書房 

絵本江戸のくらし（講談社の創作絵本） 太田大輔∥作   講談社 

おかえり、ウミガメ 高久至∥写真・文   アリス館 

火星は… スザンヌ・スレード∥文  

千葉茂樹∥訳 三河内岳∥監修 

あすなろ書房 

学校が大好きアクバルくん～アフガニスタ

ン～（ともだちみつけた!） 

長倉洋海∥著   アリス館 

からあげビーチ（RARE KIDS：レアキッ

ズのための絵本） 

キリーロバ・ナージャ∥さく 古谷萌∥え 

五十嵐淳子∥え 

文響社 

きみはぼうさいたいし にかいとしひろ∥原作 すずきみゆき∥文 

かなざわまゆこ∥絵 

金の星社 
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書名 著者名 出版者 

恐竜トリケラトプスとティラノクイーン～

さいきょうのてきとたたかうまき～ 

（恐竜だいぼうけん） 

黒川みつひろ∥作・絵   小峰書店 

きょうりゅうレディ～さいしょの女性古生

物学者メアリー・アニング～ 

リンダ・スキアース∥作 マルタ・アルバ

レス・ミゲンス∥絵 まえざわあきえ∥訳 

出版ワークス 

くじらの子 石川梵∥写真と文 宮本麗∥写真  少年写真新聞社 

こころにいつくしみの種をまく 

～ダライ・ラマ 14 世から子どもたちへ～ 

（児童図書館・絵本の部屋） 

ダライ・ラマ 14世∥文 バオ・ルー∥絵 

久山太市∥訳 石濱裕美子∥監修  

評論社 

子育てがんばる、カメムシのおかあさん～

ベニツチカメムシとボロボロノキ～ 

新開孝∥写真と文   小学館 

子どもの本で平和をつくる～イエラ・レッ

プマンの目ざしたこと～ 

キャシー・スティンソン∥文 マリー・ラ

フランス∥絵 さくまゆみこ∥訳 

小学館 

しずかな夏休み キムジヒョン∥作   光村教育図書 

すいめん 高久至∥写真・文   アリス館 

すごい虫ずかん～ひるの虫とよるの虫～ じゅえき太郎∥作 須田研司∥監修  KADOKAWA 

スティーブン・ホーキング～ブラックホー

ルの謎に挑んだ科学者の物語～ 

キャスリーン・クラル∥文 ポール・ブル

ワー∥文 ボリス・クリコフ∥絵 

化学同人 

スパーキーとスパイク～チャールズ・シュル

ツとせかいいちゆうめいなイヌのおはなし～ 

バーバラ・ロウエル∥ぶん ダン・アンド

レイアセン∥え ひさやまたいち∥やく 

評論社 

性の絵本～みんながもってるたからものっ

てなーんだ?～ 

たきれい∥作 高橋幸子∥監修  KADOKAWA 

せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田歩∥さく   小学館 

たいせつなぎゅうにゅう 

（コドモエのえほん） 

キッチンミノル∥著   白泉社 

ちいさなジーコ～せかいでいちばんたいせ

つなもの～ 

ひらまつりつこ∥作 葉祥明∥絵  金の星社 

どうぶつせんきょ アンドレ・ホドリゲス∥作 ラリッサ・ヒ

ベイロ∥作 パウラ・デスグアウド∥作 

木下 眞穂∥訳 

ほるぷ出版 

どこかなどこかな? 

（エンブックスの赤ちゃん絵本） 

今福理博∥さく やすのなほ∥え  エンブックス 

トレトレトイレ うえだしげこ∥ぶん・え   大日本図書 

ナキウサギの山 本田哲也∥作   偕成社 

なんだこれは 横山寛多∥著   偕成社 

2 ひきのジャッカル～イランにつたわるお

はなし～（世界のむかしのおはなし） 

愛甲恵子∥再話  

アリレザ・ゴルドゥズィヤン∥絵  

玉川大学出版部 
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書名 著者名 出版者 

ねこすけくんがねているあいだに… 西野精治∥監修 木田哲生∥編著  

伊東桃代∥編著 

「みんいく」地域

づくり推進委員会 

ねずみのよめいり～インドにつたわるおは

なし～（世界のむかしのおはなし） 

田中尚人∥再話 アンヴィル奈宝子∥絵  玉川大学出版部 

ハミガキクエスト 山岡ひかる∥作   くもん出版 

ぱんつくったよ。 平田昌広∥作 平田景∥絵  国土社 

ビアトリクス・ポターの物語～キノコの研

究からピーターラビットの世界へ～ 

リンゼイ・H・メトカーフ∥文  

ジュンイ・ウー∥絵 長友恵子∥訳 

西村書店東京出

版編集部 

ひとがつくったどうぶつの道 キムファン∥文 堀川理万子∥絵  ほるぷ出版 

ぼくと目の見えない内田さんがであったは

なし（LLブック：やさしくよめる本） 

赤木かん子∥著 濱口瑛士∥絵  

長岡雄一∥監修 

埼玉福祉会出版

部 

みてみて!クオッカ～世界いちしあわせなど

うぶつ～（ほるぷ動物園えほん） 

福田豊文∥写真 なかのひろみ∥文  

埼玉県こども動物自然公園∥監修 

ほるぷ出版 

れいちゃんのきせつのせいかつえほん すとうあさえ∥文 高橋和枝∥絵  のら書店 

ロスコーさんともだちにあいにいく 

～えいごではなそう!～ 

ジム・フィールド∥作  

momo'sカンパニー∥訳  

ひさかたチャイ

ルド 

 

日本のよみもの（69 冊） 

書名 著者名 出版者 

赤いパーカーの花子さんとカゲフミさま

（カドカワ読書タイム） 

高橋佐理∥著 むっしゅ∥イラスト KADOKAWA 

あしたもオカピ 斉藤倫∥作 fancomi∥絵 偕成社 

あなたがいたところ 

（ワタシゴト 14歳のひろしま） 

中澤晶子∥作 ささめやゆき∥絵 汐文社 

いちご×ロック 黒川裕子∥著  講談社 

意味がわかると鳥肌が立つ話 続 

（5 分後の隣のシリーズ） 

蔵間サキ∥編著 toai∥絵 大志∥絵 学研プラス 

F ができない(文研じゅべにーる YA) 升井純子∥作  文研出版 

おねえちゃんって、ちょっぴりせのび!(お

はなしトントン) 

いとうみく∥作 つじむらあゆこ∥絵 岩崎書店 

オリオンの上(文研じゅべにーる YA) 有島希音∥作 中村至宏∥絵 文研出版 

おれは女の子だ(ポプラ物語館) 本田久作∥作 市居みか∥絵 ポプラ社 

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようか

いまつり 

原ゆたか∥さく・え  ポプラ社 

カイトとルソンの海 土屋千鶴∥作  小学館 

かえるのエルのともだちになりたい! 

(本はともだち♪) 

乗松葉子∥さく おおでゆかこ∥え ポプラ社 
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書名 著者名 出版者 

家族セッション 辻みゆき∥著  講談社 

神さまの通り道 

～スサノオさんキレてるんですけど～ 

村上しいこ∥作 柴田ゆう∥絵 偕成社 

きっと、大丈夫(文研ブックランド) いまたあきこ∥作 黒須高嶺∥絵 文研出版 

キャベたまたんていまものの森から

SOS!(キャベたまたんていシリーズ) 

三田村信行∥作 宮本えつよし∥絵 金の星社 

きょうもいいひ～うさぎとハリネズミ～ はらまさかず∥ぶん 石川えりこ∥え ひだまり舎 

けんか餅(お江戸豆吉) 桐生環∥作 野間与太郎∥絵 フレーベル館 

午前 3時に電話して 小手鞠るい∥著 大庭賢哉∥画 講談社 

こそあどの森のおとなたちが子どもだった

ころ(こそあどの森の物語) 

岡田淳∥作  理論社 

5 分で読書～未知におどろく銀河旅行～

(カドカワ読書タイム) 

ますだじゅん∥著  KADOKAWA 

5 分で読書～意味が分かると世界が変わ

る、学校の 15 の秘密～ 

(カドカワ読書タイム) 

秦本幸弥∥著 飛野猶∥著  白川小六∥著 KADOKAWA 

5 分で読書～想いが通じる 5 分前～ 

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイム∥編  KADOKAWA 

サマークエスト(文学の森) 北山千尋∥作  フレーベル館 

さよならのたからばこ 長崎夏海∥作 ミヤハラヨウコ∥絵 理論社 

シェフでいこうぜ! 上條さなえ∥作 磯崎主圭∥絵 国土社 

時間色のリリィ 朱川湊人∥著  偕成社 

正吉とヤギ(福音館創作童話シリーズ) 塩野米松∥文 矢吹申彦∥絵 福音館書店 

少女探偵月原美音 3 横山佳∥作 スカイエマ∥絵 BL 出版 

縄文の狼(くもんの児童文学) 今井恭子∥作 岩本ゼロゴ∥画 くもん出版 

新選林芙美子童話集 第 1 巻 林芙美子∥著 廣畑研二∥編 論創社 

しんぱいせんせい 

(おはなしみーつけた!シリーズ) 

北川チハル∥作 大野八生∥絵 佼成出版社 

スウィートホーム(わたしのおうち) 花里真希∥著  講談社 

先生、感想文、書けません! 山本悦子∥作 佐藤真紀子∥絵 童心社 

月にトンジル(読書の時間) 佐藤まどか∥作 佐藤真紀子∥絵 あかね書房 

てんこうせいはおはなしやさん 北川チハル∥作 武田美穂∥絵 金の星社 

どーすんの!?おもちゃゲット大作戦

(GO!GO!ブックス) 

吉田純子∥作 武田美穂∥絵 ポプラ社 

時計がない!(文研ブックランド) 小松原宏子∥作 シライシユウコ∥絵 文研出版 

どっちでもいい子(おはなしガーデン) かさいまり∥作 おとないちあき∥絵 岩崎書店 

となりの正面 新井けいこ∥著 みなはむ∥絵 講談社 
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書名 著者名 出版者 

トムと 3 時の小人(GO!GO!ブックス) たかどのほうこ∥作 平澤朋子∥絵 ポプラ社 

友だちは図書館のゆうれい 草野あきこ∥文 山田花菜∥絵 金の星社 

撮り鉄W クロス! 

～ねらえ!世界最速モンスター列車～ 

豊田巧∥作 田伊りょうき∥絵 あかね書房 

夏のカルテット(カラフルノベル) 眞島めいり∥著  PHP研究所 

夏休みルーム はやみねかおる∥著 しきみ∥画 朝日新聞出版 

人魚の夏(読書の時間) 嘉成晴香∥作 まめふく∥絵 あかね書房 

はじめての夏とキセキのたまご 

(ノベルズ・エクスプレス) 

麻生かづこ∥作 酒井以∥絵 ポプラ社 

はなの街オペラ(くもんの児童文学) 森川成美∥作 坂本ヒメミ∥画  

井上征剛∥監修・解説 

くもん出版 

放課後オンライン～なやみ相談したら、回

答者になっちゃった!?～ 

みずのまい∥作 西尾雄太∥絵 ポプラ社 

ボーダレス・ケアラー～生きてても、生き

てなくてもお世話します～ 

山本悦子∥著 竹浪音羽∥画 理論社 

ホカリさんとなつのともだち はせがわさとみ∥作 かわかみたかこ∥絵 文溪堂 

ぼくの師匠はスーパーロボット 

(こころのつばさシリーズ) 

南田幹太∥作 三木謙次∥絵 佼成出版社 

ぼくらは森で生まれかわった 

(読書の時間) 

おおぎやなぎちか∥作 宮尾和孝∥絵 あかね書房 

前島密～郵便で日本の人びとをつなぐ～ 鈴木悦子∥文 石井勉∥画 あかね書房 

都会(まち)のトム&ソーヤ最強ガイド

(YA!ENTERTAINMENT) 

はやみねかおる∥原作 にしけいこ∥画 講談社 

万葉恋ばな～春夏秋冬～(5 分後の隣のシ

リーズ) 

みずのまい∥著 ゆの∥イラスト 学研プラス 

名物かき氷!復活大作戦(物語の王国) 草香恭子∥作 pon-marsh∥絵 岩崎書店 

闇に光る妖魔～アサギのよぶ声～ 森川成美∥作 スカイエマ∥絵 偕成社 

夢三十夜(5 分後の隣のシリーズ) 「坊っちゃん文学賞」書籍編集委員会∥編  学研プラス 

夜明けをつれてくる犬 吉田桃子∥著  講談社 

妖怪一家の時間旅行～妖怪一家九十九さん～ 富安陽子∥作 山村浩二∥絵 理論社 

ようかいじいちゃんあらわる 最上一平∥作 種村有希子∥絵 新日本出版社 

四年ザシキワラシ組～夏がきた!～ 

(ジュニア文学館) 

こうだゆうこ∥作 田中六大∥絵 学研プラス 

ランペシカ 菅野雪虫∥著  講談社 

莉緒と古い鏡の魔法 香坂理∥作 結布∥絵 朝日学生新聞社 

りぼんちゃん(フレーベル館文学の森) 村上雅郁∥作  フレーベル館 

ルビと子ねこのワルツ(本屋さんのルビねこ) 野中柊∥作 松本圭以子∥絵 理論社 
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書名 著者名 出版者 

れんこちゃんのさがしもの 

(福音館創作童話シリーズ) 

戸森しるこ∥作 スケラッコ∥絵 福音館書店 

ろくぶんの、ナナ 林けんじろう∥作 高橋由季∥画 岩崎書店 

 

外国のよみもの（13 冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

海を見た日(鈴木出版の児童文学：この地

球を生きる子どもたち)[英] 

M・G・ヘネシー∥作 杉田七重∥訳  鈴木出版 

お話のたきぎをあつめる人～魔法の図書館

の物語～[蘭] 

ローレンティン妃∥作 パウル・ヴァン・ロ

ーン∥作 西村由美∥訳 佐竹美保∥絵 

徳間書店 

クモのアナンシ 

～ジャマイカのむかしばなし～[英] 

フィリップ・M.シャーロック∥再話  

マーシャ・ブラウン∥絵 小宮由∥訳 

岩波書店 

ゴースト・ボーイズ 

～ぼくが十二歳で死んだわけ～[英] 

ジュエル・パーカー・ローズ∥著  

武富博子∥訳  

評論社 

サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい

9 のこと[英] 

ベン・デイヴィス∥作 杉田七重∥訳  小学館 

シロクマが嵐をこえてきた![英] マリア・ファラー∥作  

ダニエル・リエリー∥絵 杉本詠美∥訳 

あかね書房 

スパイ・バレリーナ 

～消えたママを探せ!～(HJB)[英] 

ヘレン・リプスコム∥著 神戸万知∥訳  早川書房 

パラゴンとレインボーマシン[英] ジラ・ベセル∥作 三辺律子∥訳  小学館 

春のウサギ[英] ケヴィン・ヘンクス∥作  

原田勝∥訳 大澤聡子∥訳 

小学館 

分解系女子マリー[英] クリス・エディソン∥作 橋本恵∥訳  小学館 

ベサニーと屋根裏の秘密[英] ジャック・メギット・フィリップス∥著 

イザベル・フォラス∥絵 橋本恵∥訳 

静山社 

ラスト・フレンズ～わたしたちの最後の

13 日間～[英] 

ヤスミン・ラーマン∥作 代田亜香子∥訳  静山社 

ロウリーのいい子アドベンチャー[英] ジェフ・キニー∥作 中井はるの∥訳  ポプラ社 

 

詩（1 冊） 

書名 著者名 出版者 

5 文字で百人一首 すとうけんたろう∥著・イラスト 講談社 
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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 9 月の行事 

         ○おはなし会 9 月 17 日（金）午前 11 時～ 県立図書館 1 階 談話室  

※第 3 金曜日に開催 ※県が示す注意以下のステージでのみ開催します。 

 

 児童室からのお知らせ その② 夏の行事（8～9 月） 

【イベント】○夏の本祭り 8 月 25 日（水）～8 月 27 日（金）  

【オススメ】○週刊夏のおすすめ本（ひともっこ特別篇） ※7月 1 日～9 月 16 日までの毎週木曜日刊行 

       ➡ この夏の新刊 3 冊と「すもう」「がいこつ」などワンテーマのオススメ本の紹介を、チラシと 

         展示で、毎週、皆様に紹介していきます。 

【展  示】○「琵琶湖システム」展 ※県農政水産部農政課共催 ～8 月 29 日（日） 

      ○今森光彦展（佐川美術館）関連展示  ～9 月 5 日（日） 

      ○東近江市・木を使うプロジェクト推進協議会パネル展示 8 月 18 日（水）～8 月 29 日（日） 

       ➡ 県産材を活用したパネルや木のおもちゃなどの展示を行います。 ※1 階談話室 

 


