
1 

 

🌼今月の pickup 

『キリンのなやみごと』  

ジョリ・ジョン∥さく レイン・スミス∥え 岡野佳∥やく 化学同人  

キリンのエドワードは、自分の「くび」が嫌い。周りの動物から「くび」を、

ジロジロ見られている気がする。おしゃれをしても何をしても、やっぱり皆の「く

び」の方がすてきに見える気がしている。 

そうして、気落ちしたエドワードが「くび」をおろした岩、実はカメのサイラ

ス。「くび」に悩みを持つもの同士で仲良くなった二匹。どのようにして自信をつ

けていくのかは読んでみてのお楽しみ。 

ページをまたいだ表現やしかけを使い、「くび」の長さをうまく見せている。また、サイラスのちょっ

と「ずるい」感じなど、クスッとするポイントをたくさん設けているので、説教臭さを感じさせない。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021年 9月受け入れ分：116冊） 

日本の絵本（41冊） 

書名 著者名 出版者 

あさだおはよう(あかちゃんととととと) 三浦太郎∥さく・え 童心社 

あたまにかきのき(日本むかしばなし) いもとようこ∥文・絵 金の星社 

アンパンマンとゆうれいせん 

(アンパンマンのおはなしたんけん 2) 

やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 

因幡の素兎オオナムチ(日本の神話) 飯野和好∥文・絵 パイインターナショナル 

おかあさんごめんなさい みやにしたつや∥作絵 金の星社 

おしえてくやさーい わたなべあや∥絵  

きだにやすのり∥文 

ひかりのくに 

オニのサラリーマンじごく・ごくらく運動会

(日本傑作絵本シリーズ) 

富安陽子∥文 大島妙子∥絵 福音館書店 

 

おばけくんのハロウィン 新井洋行∥作・絵 KADOKAWA 

おもちゃびょういん(MOE のえほん) 木島誠悟∥著 白泉社 

 

2021 年 10 月 488 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 

 

 

 

地獄勤めのサラリーマン 鬼のおとうちゃんが活躍するお話 第４弾。 

今回は、ごくらくチームとじごくチームに分かれて行う運動会！ 
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書名 著者名 出版者 

おやすみなさい いもとようこ∥作絵 金の星社 

がまおじさんのやま 森環∥作 小学館 

 

きつね(えほん遠野物語) 柳田国男∥原作 京極夏彦∥文  

樋口佳絵∥絵 

汐文社 

キツネくんとツルくん(わたしのえほん) 木坂涼∥作 洞野志保∥絵 PHP 研究所 

きつね山の赤い花 安房直子∥作 えがしらみちこ∥絵 マイクロマガジン社 

きらきらぼし 武鹿悦子∥訳詞 ようふゆか∥絵 ひさかたチャイルド 

ぎんいろのねこ(こどものくに傑作絵本) あまんきみこ∥作 えがしらみちこ∥絵 金の星社 

くすのきだんちのおとなりさん 武鹿悦子∥作 末崎茂樹∥絵 ひかりのくに 

くまがうえにのぼったら アヤ井アキコ∥作 ブロンズ新社 

ごしごしきゅっきゅっ ひろゆた∥作 小学館 

ことりのおまじない おおなり修司∥文 丸山誠司∥絵 絵本館 

こぶたのメアリとあたらしいおともだち どうなつみ∥作絵 教育画劇 

こんにち、わ!(あかちゃんととととと) 三浦太郎∥さく・え 童心社 

さがりめのニャン! 

～ここはねこのまち～ 

うえのよし∥文  

くさかみなこ∥絵 

絵本塾出版 

しろくまきょうだいのおかいもの 

(コドモエのえほん) 

serico∥え  

たきのみわこ∥ぶん 

白泉社 

チリとチリリよるのおはなし どいかや∥作 アリス館 

てがでかこちゃん(えほんのぼうけん) 白石一文∥作 谷川千佳∥絵 岩崎書店 

とことことこ(講談社の幼児えほん) やまだだり∥作 講談社 

どせいじんくん 岡田よしたか∥著 出版ワークス 

トトのかんぱい 

(国際版絵本) 

タカハシペチカ∥さく  

すぎはらけいたろう∥え 

至光社 

ともだち? うえのよし∥作 さとうのぶこ∥絵 リーブル 

とわちゃんとシナイモツゴのトトくん 田島征三∥作 ひだまり舎 

ねこまめ 長井理佳∥ぶん 久保晶太∥え  

後路好章∥こうせい 

あすなろ書房 

ねむたくないせんにん ナカオマサトシ∥さく 服部美法∥え 佼成出版社 

パ・パ・パ・パパジャマ 石津ちひろ∥文 布川愛子∥絵 のら書店 

ふしぎな月 富安陽子∥文 吉田尚令∥絵 理論社 

へっへっへくしょーん たあ先生∥作 KADOKAWA 

 

たろうがペットの犬のマルと散歩していると 

公園にいた皆から、山に登って「あの」景色を見ようとお誘いがきた。 

がまおじさんの やま！ 

なんか こわくない？ 
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書名 著者名 出版者 

ポッポポーン(MOE のえほん) たまむらさちこ∥著 白泉社 

みんなおやすみ かきもとこうぞう∥え はせがわさとみ∥ぶん 学研プラス 

めんめんレース 五味ヒロミ∥ぶん くわざわゆうこ∥え ほるぷ出版 

やまがみさまのきょだいべんとう 大串ゆうじ∥[作] 偕成社 

わたしはしなないおんなのこ(闇は光の母 1) 小林エリカ∥作絵 岩崎書店 

 

外国の絵本（19冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

おじさんのぼうしはどこいった?[英] ジョアン・L・ノドセット∥ぶん フリッ

ツ・シーベル∥え やすだふゆこ∥やく 

出版ワークス 

おちばのねどこでおやすみなさい[英] カレン・ジェイムソン∥文  

マルク・ブタヴァン∥絵 石津ちひろ∥訳 

ほるぷ出版 

おなら、ぷーっ[英] レスリー・パトリセリ∥え・ぶん  

おおはまちひろ∥やく 

パイインターナ

ショナル 

おばけと友だちになる方法 

(世界傑作絵本シリーズ カナダの絵本)[英] 

レベッカ・グリーン∥作 岸本佐知子∥訳 福音館書店 

おばけのキルト[英] リール・ネイソン∥文 バイロン・エッゲン

シュワイラー∥絵 石井睦美∥訳 

光村教育図書 

きみはたいせつ[英] クリスチャン・ロビンソン∥作 横山和江∥訳 BL 出版 

きょうものはらで[英] エズラ・ジャック・キーツ∥え [オリーブ・A・

ワズワース∥文] 石津ちひろ∥やく 

好学社 

きょうりゅうローリー 

～はじめてのひとりたび～ 

リズ・クリモ∥さく 

やぎきょうこ∥やく 

潮出版社 

キリンのなやみごと[英] 今月のｐickup ジョリ・ジョン∥さく レイン・スミス∥

え 岡野佳∥やく 

化学同人 

すうがくでせかいをみるの[英] ミゲル・タンコ∥作 福本友美子∥訳  

西成活裕∥日本語版監修 

ほるぷ出版 

 

ちいさなちいさな～みんなとあそぶリトアニ

アのしのえほん～(すずのねえほん) 

[リトアニア] 

マリウス・マルツィンケヴィチウス∥し  

ラサ・ヤンチャウスカイテ∥え  

きむらあや∥やく 

銀の鈴社 

つきのばんにん[英] ゾシエンカ∥作 あべ弘士∥訳 小学館 

 

うちのかぞくには、みんなそれぞれ すきなことがある。 

わたしが ひとつだけ、これだ！っておもったのが・・・  

すうがく！ 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

どうぶつたちのあきのおたのしみって?[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 

パイロットマイルズ[英] ジョン・バーニンガム∥絵 ヘレン・オクセ

ンバリー∥絵 ビル・サラマン∥文 

BL 出版 

ヒナゲシの野原で～戦火をくぐりぬけたある

家族の物語～(児童図書館・絵本の部屋)[英] 

マイケル・モーパーゴ∥作  

マイケル・フォアマン∥絵 佐藤見果夢∥訳 

評論社 

ペンギンのこまりごと[英] ジョリ・ジョン∥さく レイン・スミス∥え 

岡野佳∥やく 

化学同人 

ぼくが見える?[朝鮮] パクジヒ∥作 おおたけきよみ∥訳 光村教育図書 

モンスターだって、おかたづけする![仏] ジェシカ・マルティネロ∥ぶん グレゴワー

ル・マビール∥え いぶきけい∥やく 

ワールドライブ

ラリー 

ロサリンドとこじか[スウェーデン] エルサ・ベスコフ∥作・絵 石井登志子∥訳 徳間書店 

 

ちしきの絵本（18冊） 

書名 著者名 出版者 

いきものづくしものづくし 6 なかの真実∥[作] 松岡達英∥[作]  

島津和子∥[作] 

福音館書店 

いきものづくしものづくし 7 小林路子∥[作] 廣野研一∥[作]  

かわしまはるこ∥[作] 

福音館書店 

絵本で知ろう二十四節気 夏 ふじもとみさと∥文 喜田川昌之∥絵 文研出版 

おつきみセブン 

(セブンの行事えほんシリーズ) 

もとしたいづみ∥作  

ふくだいわお∥絵 

世界文化ワンダ

ークリエイト 

かいじゅうたちはこうやってピンチをのりき

った～不安・こわい気持ち～ 

(かいじゅうとドクターと取り組む 1) 

新井洋行∥著 森野百合子∥監修 パイインターナ

ショナル 

さわってたのしいレリーフブックさかな～て

んじつき～(てんじつきさわるえほん) 

村山純子∥著 小学館 

すずりくん～書道具のおはなし～ 青栁貴史∥作 中川学∥絵 あかね書房 

そらをとびたい 山本直洋∥写真 ちかぞう∥文 小学館 

 

どうしてそうなった!?海の生き物 1 海の色 吉野雄輔∥著 文一総合出版 

どうしてそうなった!?海の生き物 2 海の形 吉野雄輔∥著 文一総合出版 

 

美しい空 ソラ そら・・・。 

モーターパラグライダーからの空撮を得意とし、 

“地球を感じる写真”をテーマに作品制作を続ける山本直洋さん。 

初めての写真絵本です。 
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書名 著者名 出版者 

悩めるアルコールランプくんと理科準備室の

実験器具たち～and フタくん～(えほん「ビ

ーカーくんとそのなかまたち」シリーズ 2) 

うえたに夫婦∥絵・文 仮説社 

のりものいっぱい 浦中こういち∥作 クレヨンハウス 

は、だいじだいじ レスリー・パトリセリ∥え・ぶん  

おおはまちひろ∥やく 

パイインターナ

ショナル 

はじめにきいてね、こちょこちょモンキー!

～同意と境界、はじめの 1 歩～ 

ジュリエット・クレア・ベル∥作 アビゲイ

ル・トンプキンズ∥絵 上田勢子∥訳 

子どもの未来社 

ヒグマの旅～森と川、山と海～ 

(命のつながり 1) 

二神慎之介∥写真・文 文一総合出版 

ぼくは、トウキョウサンショウウオ 菊池和美∥作 梶並千夏∥絵 けやき出版 

みつ timatima∥さく・え 金の星社 

もしもロボットとくらしたら 山本省三∥作 本田隆行∥監修 大崎章弘∥

監修 

WAVE 出版 

 

日本のよみもの（28冊） 

書名 著者名 出版者 

鬼ばばの島 今井恭子∥文 阿部結∥絵 小学館 

オバケに時間をぬすまれる!? 

(ホオズキくんのオバケ事件簿 4) 

富安陽子∥作 小松良佳∥絵 ポプラ社 

カイとティム影の国のぼうけん 石井睦美∥作 ささめやゆき∥絵 アリス館 

介助犬チェリーのパピーウォーカー 

(文研ブックランド) 

山口理∥作 岡本順∥絵 文研出版 

かえってきたネッシーのおむこさん 改訂 角野栄子∥作 西川おさむ∥絵 金の星社 

崖の下の魔法使い 

(ティーンズ文学館) 

吉野万理子∥作  

宮尾和孝∥絵 

学研プラス 

黄色い夏の日 高楼方子∥著 木村彩子∥画 福音館書店 

きみとホームで待ち合わせ 神戸遥真∥著 浅見なつ∥画 講談社 

 

強制終了、いつか再起動 吉野万理子∥著 講談社 

こずえと申す(ポプラ物語館 86) 吉田道子∥作 宮尾和孝∥絵 ポプラ社 

5 分で読書～最後はかならず私が勝つ～ 

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイム∥編 KADOKAWA 

 

「恋とポテト」シリーズなど、 

 今の「カレ」「カノジョ」を描き続ける神戸遥真さんの新作です。 
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書名 著者名 出版者 

5 分で読書～通学路、振り返るとそこにいる～

(カドカワ読書タイム) 

カドカワ読書タイム∥編 KADOKAWA 

ジークメーア～小箱の銀の狼～ 斉藤洋∥作 にしざかひろみ∥絵 偕成社 

しゅくだいがっしょう(とっておきのどうわ) 福田岩緒∥作・絵 PHP 研究所 

青春!卓球部 横沢彰∥作 小松良佳∥絵 新日本出版社 

そらのことばが降ってくる～保健室の俳句会～

(teens' best selections 57) 

髙柳克弘∥作 ポプラ社 

ダヤンと霧の竜(ダヤンの冒険物語) 池田あきこ∥著 ほるぷ出版 

チーム七不思議はじめます! 

～こわがりおばけの大作戦!!～ 

七都にい∥作 双葉陽∥絵 集英社 

つまり、雑念の沙鳥さん。 

(カドカワ読書タイム) 

関根パン∥著 KADOKAWA 

ながれぼしのランドセル(おはなしのまど 9) 光丘真理∥作 コマツシンヤ∥絵 フレーベル館 

庭 小手鞠るい∥作 小学館 

のろいまんじゅう(お江戸豆吉 2) 桐生環∥作 野間与太郎∥絵 フレーベル館 

プンスカジャム(福音館創作童話シリーズ) くどうれいん∥作 くりはらたかし∥絵 福音館書店 

ぼくらのスクープ(講談社・文学の扉) 赤羽じゅんこ∥著 講談社 

保健委員は恋してる 

(青空小学校いろいろ委員会 1) 

小松原宏子∥作  

あわい∥絵 

静山社 

 

ぼさにまる～ぼさぼさだっていいじゃない!～ 伊藤クミコ∥作 Amy∥絵 ポプラ社 

用具室の日曜日～カミナリこぞうときえたふ

くろう～(わくわくライブラリー) 

村上しいこ∥作  

田中六大∥絵 

講談社 

ライブラリー・ツインズ 

～ようこそ、月島大学図書館へ～ 

日野祐希∥著  

あけたらしろめ∥絵 

アリス館 

 

外国のよみもの（7冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

エヴィーのひみつと消えた動物たち[英] マット・ヘイグ∥作 宮坂宏美∥訳  

ゆうこ∥絵 

ほるぷ出版 

おてんばヨリーとひげおじさん[オランダ] アニー・M・G・シュミット∥作  

フィープ・ヴェステンドルプ∥絵 

西村由美∥訳 

岩波書店 

 

主人公は小学 4 年生。学年が上がったことで新しく始まった、学校委員会活動での活躍が

描かれています。なぜタイトルに「恋」という言葉がついているかは読んでみてのお楽しみ。 

※『恋する保健委員アッピー』(くもん出版 2009 年刊)を改題の上、加筆、修正し、新たに編集したものです。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

オレのジタバタ記(中国少年文学館)[中] 常新港∥作 髙野素子∥訳 樹立社 

山賊のむすめローニャ(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  

イロン・ヴィークランド∥絵  

ヘレンハルメ美穂∥訳 

岩波書店 

幸せな日々[クロアチア] ミロ・ガヴラン∥著 ao∥絵 山本郁子∥訳 国土社 

青銅とひまわり(中国少年文学館)[中] 曹文軒∥著 中由美子∥訳 樹立社 

ねこと王さま～しごとをさがす～[英] ニック・シャラット∥作・絵 市田泉∥訳 徳間書店 

 

推理・SF（3冊） 

書名 著者名 出版者 

5 分後に意外な結末 Q 正解より素敵なパズ

ルの解き方 

桃戸ハル∥著 伊月咲∥著 usi∥絵 学研プラス 

 

プロクター博士のおならパウダー(ハヤカ

ワ・ジュニア・SF) 

ジョー・ネスボ∥著 神戸万知∥訳 早川書房 

ラストで君は「まさか!」と言う 君との約束

(3 分間ノンストップショートストーリー) 

PHP 研究所∥編 PHP 研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「5 分後に意外な結末」シリーズ最新刊！ 

 シリーズの中でも今回は、パズル問題が解決のキーとなる 

「Q」シリーズ 第２弾！ 
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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 10 月 13 日(水)～11 月 18日(木)「読むを楽しむ―本の本―」 

       ○おはなし会 10 月 15 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。 


