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🌼今月の pickup  

『ナイチンゲールのうた』 ターニャ・ランドマン∥作 ローラ・カーリン∥絵 広松由希子∥訳 

BL 出版 

 むかし、地球は、色にあふれていた。金色のおひさま、深いみどりの海、にじいろ

の花や木。しかし、どうぶつたちは色がなく、みんなぼんやりとくすんでいる。 

 「なんとかしないと」と立ち上がったのは、「えかきさん」。えかきさんは、すべて

のどうぶつをよび集め、絵の具箱をあけ、次から次へと彩っていった。 

 仕事が終わり、絵の具もなくなってしまうころにやってきたのは、一羽のナイチン

ゲール。えかきさんは、ナイチンゲールをどのように彩ったのか？ 

 表紙をめくって最後のページにいたるまで、色彩豊かに描かれた動物たちが美しい絵本。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2021年 2月受け入れ分：82冊） 

日本の絵本（27冊） 

書名 著者名 出版者 

あなのなかから… さいとうしのぶ∥作 あすなろ書房 

いいな「じぶん」! 

（世界文化社のワンダー絵本 ） 

くすのきしげのり∥作 

こばようこ∥絵 

世界文化ワンダーク

リエイト 

   

   

   

おにぎりちゃん 園田トト∥作・絵 ひさかたチャイルド 

かいじゅうたくはいびん 

（講談社の創作絵本 ） 

澤野秋文∥作 講談社 

かくれんぼべんとう 井上よう子∥作 相野谷由起∥絵 ひさかたチャイルド 

コロッケころくまくん 

こんがりおいしくなれるかなの巻 

志村まゆみ∥作・絵 教育画劇 

詩集絵本みつけたよ!じぶんのきもち[1] 

友だちになれるあめ 

日本作文の会∥編 ほるぷ出版 

 

2022 年 3 月 493 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 

元小学校教諭の著者が 

子どもたちと読んできた詩を 

絵本化しました。 
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書名 著者名 出版者 

じゅうじゅうじゅう（0.1.2.えほん）  あずみ虫∥さく 福音館書店 

ショートケーキになにのせる? 

（PHP にこにこえほん ） 

おおのこうへい∥さく・え PHP研究所 

そだててみたら… スギヤマカナヨ∥作・絵 赤ちゃんとママ社 

   

   

   

   

   

   

   

旅の絵本 10 安野光雅∥[著] 福音館書店 

ちからもちのおかね 

（女の子の昔話えほん 日本のおはなし） 

中脇初枝∥再話 

伊野孝行∥絵 

偕成社 

でんせつのチョコレート みやにしたつや∥作絵 APeCA 

ねこいる! たなかひかる∥作 ポプラ社 

ねこちゃん にゃん にゃん 改訂 

（あかちゃんとおかあさんの絵本 ） 

西内ミナミ∥さく 

清水勝∥え 

金の星社 

ねこのラーメンやさん KORIRI∥さく・え 金の星社 

ぱなしくん（PHPにこにこえほん） 柴田ケイコ∥作・絵 PHP研究所 

はなになりました 

（童心社のおはなしえほん ） 

内田麟太郎∥文 

南塚直子∥絵 

童心社 

ブルタちゃんのコロッケグー! 

（世界文化社のワンダー絵本） 

ケロポンズ∥作 

福田りゅうぞう∥作 

長野ヒデ子∥絵 

世界文化ワンダーク

リエイト 

   

   

   

   

   

   

   

ぼく（闇は光の母 3） 谷川俊太郎∥作 合田里美∥絵 岩崎書店 

ほしのおんがくかい 齋藤槙∥作 世界文化ブックス 

みーちゃんみつけた 真木文絵∥文 石倉ヒロユキ∥絵 ひさかたチャイルド 

ももちゃんのねこ わだことみ∥さく 

いまばやしゆか∥え 

小学館 

2020 年 12 月の逝去後、安野さん

のアトリエから見つかった原画をも

とに刊行された、『旅の絵本』完結編。 

元小学校教諭の著者が 

子どもたちと読んできた詩を 

絵本化しました。 

料理研究家、柳原るり先生の

コロッケレシピ付きです。 
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書名 著者名 出版者 

ヤマネコとアザラシちょうさだん 

（わたしのえほん） 

五十嵐美和子∥作・絵 PHP研究所 

ラーメンのおうさま 山本祐司∥さく ほるぷ出版 

6 ぴきのカエルとひえひえのよる つるたあき∥作 KADOKAWA 

わんちゃん わん わん 改訂 

（あかちゃんとおかあさんの絵本 ） 

西内ミナミ∥さく 

清水勝∥え 

金の星社 

 

外国の絵本（15冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

こぐまのともだちはどこ?[英語] ペトル・ホラチェック∥作 

椎名かおる∥訳 

あすなろ書房 

しーっ!みみをすまして[英語] ニコラ・キニア∥さく 

くぼみよこ∥やく 

化学同人 

スーツケース[英語] クリス・ネイラー・バレステロス∥作 

くぼみよこ∥訳 

化学同人 

だれのうんち?[英語] デイジー・バード∥作 

マリアンナ・コッポ∥絵 

服部理佳∥訳 

岩崎書店 

ダンボール[朝鮮語] ユンヨリム∥ぶん 

イミョンハ∥え 

わたなべなおこ∥やく 

TOY Publishing 

ナイチンゲールのうた[英語] 

今月のｐickup 

ターニャ・ランドマン∥作 

ローラ・カーリン∥絵 

広松由希子∥訳 

BL 出版 

ねこのオーランドー毛糸のズボン[英語] キャスリーン・ヘイル∥さく 

こみやゆう∥やく 

好学社 

野ばらの村のひみつのへや 

（野ばらの村の物語）[英語] 

ジル・バークレム∥作・絵 

こみやゆう∥訳 

出版ワークス 

はるがきた[英語] ジーン・ジオン∥文 

マーガレット・ブロイ・グレアム∥絵 

こみやゆう∥訳 

主婦の友社 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

へそまがりねこマックス[英語] ソフィー・ブラッコール∥作 

石津ちひろ∥訳 

光村教育図書 

   

   

   

ぼくはひとりで[英語] フン・グエン・クアン∥作・絵 

フイン・キム・リエン∥作・絵 

ダフネ・リー∥原書編集 

はっとりこまこ∥訳 

冨山房インターナシ

ョナル 

マーシャとくま さかなつり 

オオカミとおおさわぎ[ロシア語] 

寺田真央∥構成・文 講談社 

やぁだ![英語] マルリョケ・ヘンリヒス∥さく 

木坂涼∥やく 

BL 出版 

ゆうきをだしてよ、ローガン![英語] ニコラ・キニア∥さく 

くぼみよこ∥やく 

化学同人 

わたしがテピンギー（女の子の昔話えほん 

ハイチのおはなし）[ハイチ語] 

中脇初枝∥再話 

あずみ虫∥絵 

偕成社 

 

ちしきの絵本（11冊） 

書名 著者名 出版者 

いえるよ!NO 

わたしらしく生きるための大切なことば 

ジェニー・シモンズ∥作 

クリスティン・ソラ∥絵 

上田勢子∥訳 

大月書店 

いちといちで（てあそびうたえほん ） もぎあきこ∥ぶん 森あさ子∥え 世界文化ブックス 

いっこでもにくまん 

（世界文化社のワンダー絵本 ） 

ふじもとのりこ∥作 世界文化ワンダーク

リエイト 

かっこいいなしょうぼうし 

（しぜんにタッチ! ） 

 ひさかたチャイルド 

こんなおともだちってすごいね! 1 

きおくはかんぺき！ 

トレーシー・パッキアム・アロウェイ

∥ぶん 

アナ・サンフェリッポ∥え 

田中康雄∥監修 

富原 まさ江∥訳 

合同出版 

   

アメリカの保護施設で実際に行われている

ボランティア活動をもとに描いたお話。 
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書名 著者名 出版者 

なぞなぞはじまるよ 3 おおなり修司∥なぞなぞ文 

高畠純∥絵 

絵本館 

ひなまつりセブン 

（世界文化社のワンダー絵本） 

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 

   

   

   

不安になっちゃうあなたへ 

（子どもの気持ちが楽になる絵本シリー

ズ） 

ホリー・ブロックマン∥作 

リア・ボーエン∥作 

シャーリー・ン・ベニテス∥絵 

亀岡智美∥監訳 一杉由美∥訳 

誠信書房 

ほっきょくでうしをうつ 

（闇は光の母 4） 

角幡唯介∥作 

阿部海太∥絵 

岩崎書店 

北極点 かけろ!クマ犬ぞりアタック隊 

（ポプラ社の絵本 81） 

関屋敏隆∥文・型染版画 ポプラ社 

わたしの科学 SCIENCE AND ME  

ノーベル物理学化学生理学・医学賞 13 人の

発見と生きかた 

アリ・ウィンター∥文 

ミカエル・エル・ファティ∥絵 

中井はるの∥訳 

かもがわ出版 

 

日本のよみもの（23冊） 

書名 著者名 出版者 

あしたへの翼 

おばあちゃんを介護したわたしの春 

中島信子∥著 汐文社 

いつも強くてカッコいい女の子 

（女の子たちのぼうけん 3） 

蓼内明子∥作 

岡田貴久子∥作 

村上しいこ∥作 

岩崎書店 

いつも勇気があってオシャレな女の子 

（女の子たちのぼうけん 1） 

いとうみく∥作 

山本悦子∥作 

吉野万理子∥作 

岩崎書店 

おいしいごはんとあまいコーヒー  

産業と技術革新の基盤をつくろう 

（おはなし SDGs ） 

片川優子∥作 

雛川まつり∥絵 

講談社 

折り紙で作るセブンのひな人形

の折り図つきです。 
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書名 著者名 出版者 

推しトモ!（カラフルノベル） 吉田桃子∥著 PHP研究所 

おてがみほしいぞ こうまるみづほ∥作 丸山誠司∥絵 あかね書房 

   

   

   

お花のドレスの Bプラン 

（なんでも魔女商会 28） 

あんびるやすこ∥著 岩崎書店 

オンチの葉っぱららららら♪ 

（わくわくえどうわ） 

おおぎやなぎちか∥作 

つじむらあゆこ∥絵 

文研出版 

かがやき子ども病院トレジャーハンター

（講談社・文学の扉） 

まはら三桃∥著 講談社 

カンフー&チキン 

（teens' best selections 60） 

小嶋陽太郎∥作 ポプラ社 

ケケと半分魔女 

（福音館創作童話シリーズ ） 

角野栄子∥作 

佐竹美保∥画 

福音館書店 

この空のずっとずっと向こう 

（teens' best selections 59） 

鳴海風∥作 

おとないちあき∥絵 

ポプラ社 

5 分間思考実験ストーリー  

キミの答えで結末が変わる 

北村良子∥著 

あすぱら∥絵 

幻冬舎 

コロキパラン 春を待つ公園で たかどのほうこ∥作 

網中いづる∥絵 

のら書店 

その一言から生まれる物語[1]  

えっ、ウソみたい？ 

日本児童文学者協会∥編 偕成社 

なかよくなれるかな 

（わくわくえどうわ ） 

今井福子∥作 

いつか∥絵 

文研出版 

ねこの町の小学校  

わくわくキャンプファイヤー 

（わくわくライブラリー） 

小手鞠るい∥作 

くまあやこ∥絵 

講談社 

呪いの蝶がねむる蔵（家守神 2） おおぎやなぎちか∥作 

トミイマサコ∥絵 

フレーベル館 

走れトラック、ねがいをのせて!  

飢餓をゼロに（おはなし SDGs） 

森埜こみち∥作 

小松良佳∥絵 

講談社 

   

滋賀県出身作家によるよみもの

です。 
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書名 著者名 出版者 

ふたりのえびす 

（フレーベル館文学の森 ） 

髙森美由紀∥作 フレーベル館 

星のラジオとネジマキ世界 

（みちくさパレット） 

日向理恵子∥作 

alma∥絵 

PHP研究所 

まよなかのサイクリング 

（しばいぬチャイロのおはなし 1） 

たるいしまこ∥作 あかね書房 

わたしらしく C ジャンプ!  

働きがいも経済成長も 

（おはなし SDGs ） 

赤羽じゅんこ∥作 

サトウユカ∥絵 

講談社 

 

外国のよみもの（6冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

火星のライオン[英語] ジェニファー・L・ホルム∥作 

もりうちすみこ∥訳 

ほるぷ出版 

   

   

   

   

   

   

   

彼の名はウォルター[英語] エミリー・ロッダ∥著 

さくまゆみこ∥訳 

あすなろ書房 

シリアからきたバレリーナ[英語] キャサリン・ブルートン∥作 

尾﨑愛子∥訳 

平澤朋子∥絵 

偕成社 

ベサニーと逆襲のビースト 

（ベサニーと屋根裏の秘密 2）[英語] 

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 

ラビットホッピング!  

うさぎがぼくのパートナー!?  

[スウェーデン語] 

マーリン・エリクソン∥作 

きただいえりこ∥訳 

森山標子∥絵 

理論社 

わたしのアメリカンドリーム 

（講談社・文学の扉）[英語] 

ケリー・ヤン∥作 

田中奈津子∥訳 

講談社 

  

オーストラリア児童図書賞

受賞作です。 
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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 ～3 月 17 日（木）「どんなとこ？がっこう、こどもえん」 

             ３月 18日（金）～４月１４日（木）「生物多様性の本箱」 

      ○おはなし会 3月 18日（金）午前 11 時～ 県立図書館 1 階 談話室 

※第 3金曜日に開催 ※県が示すレベル 2 以下のステージでのみ開催します。 

 

 


