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🌼今月の pickup  

『がっこう、さらばじゃ（詩集絵本みつけたよ!じぶんのきもち）』 日本作文の会∥編  

武田 美穂∥絵 北原 明日香∥絵 佐藤 真紀子∥絵 田中 六大∥絵 吉田 尚令∥絵 ほるぷ出版 

「がっこう、さらばじゃ」、てっきり卒業の詩かと頁を繰ると、なんと一年生。 

実はこの詩、夏休みに入る前の喜びを表現したもの。「南国気分」「言いづら

い」「ひみつのマンガ」「自由」・・・、いろんな学年のいろんな場面での小学生

の気持ちが伝わる詩がいっぱい！誰が読んでも「この気持ちわかる」という一

編に、出会うことができてしまう詩集。 

そして、この詩集のもうひとつの魅力が「絵」。武田美穂・田中六大など数多

くの絵本を手掛けている作家が、それぞれのタッチで各詩に絵をつけている。

それにより、詩の世界がよりストレートに入ってくる。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 3月受け入れ分：47冊） 

日本の絵本（18冊） 

書名 著者名 出版者 

あなたがうまれたとき くさかみなこ∥作 横須賀香∥絵 小学館 

うみのハナ すけのあずさ∥作 BL 出版 

おにのこにこちゃんぶるんぶるんバスで

いくんだもん!（おにのこにこちゃん 5） 

原あいみ∥え  

ケロポンズ∥ぶん 

ポプラ社 

きょうはおうちでいちごがり 

（おうちほいくえん） 

新井悦子∥さく  

つがねちかこ∥え 

岩崎書店 

こんとごんてんてんありなしのまき 

（かがくのとも絵本） 

織田道代∥ぶん  

早川純子∥え 

福音館書店 

さくら（語りかけ絵本） こがようこ∥ぶん・え 大日本図書 

スプーンとフライパン 新井洋行∥著 佼成出版社 

大ピンチずかん 鈴木のりたけ∥作 小学館 

たまごのうた（フレーベル館はじめてうたえほん） 市原淳∥絵 フレーベル館 

ちょうちょのおうちはどこですか? おくだあきこ∥作絵 教育画劇 

つんつんぱん!（エンブックスの赤ちゃん絵本） はるのまい∥さく エンブックス 

どうしよう 浜田桂子∥作 理論社 

どうぶつどこ? shimizu∥作・絵 マイナビ出版 

どすこいすしずもう イクラまるのひみ

つ（講談社の創作絵本） 

アンマサコ∥作 講談社 

 

2022 年 4 月 494 号 

滋賀県立図書館 児童室 

子どもの本新刊情報 

 



2 

 

書名 著者名 出版者 

にゃおにゃおにゃお ひろたあきら∥作・絵 ヨシモトブックス 

はるいちばん（講談社の創作絵本） 青山友美∥作 講談社 

ようかいむらのふしぎとしょかん たかいよしかず∥作・絵 国土社 

りぼんちょうだい かんざわとしこ∥文 ましませつこ∥絵 こぐま社 

 

外国の絵本（8冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

アーロ ねむれないライオン[英語] キャサリン・レイナー∥作 橋本あゆみ∥訳 化学同人 

カイマンのクロ 人とくらしたワニ（世界傑作

絵本シリーズ ベネズエラの絵本）[スペイン語] 

マリア・エウヘニア・マンリケ∥文 ラモ

ン・パリス∥絵 とどろきしずか∥訳 

福音館書店 

トスカのおくりもの[英語] マシュー・スタージス∥文 アン・モ

ーティマー∥絵 おびかゆうこ∥訳 

徳間書店 

なかよしの犬はどこ?[英語] エミリー・サットン∥作・絵 のざわかおり∥訳 徳間書店 

火をぬすんだウサギ アルゼンチンウィチー

のおはなし（世界のむかしのおはなし） 

宇野和美∥再話  

パブロ・ピシック∥絵 

玉川大学出版部 

ポチャッポチョッイソップ カエルのくにに

つたわるおはなし（世界のむかしのおはなし） 

イソップ∥[原作] アーサー・ビナー

ド∥再話 スズキコージ∥絵 

玉川大学出版部 

ほんのなかのドラゴン[英語] トム・フレッチャー∥ぶん グレッグ・

アボット∥え いがらしかなこ∥やく 

光文社 

ほんのなかのモンスター[英語] トム・フレッチャー∥ぶん グレッグ・

アボット∥え いがらしかなこ∥やく 

光文社 

 

ちしきの絵本（9冊） 

書名 著者名 出版者 

アストリッド・リンドグレーン 

（小さなひとりの大きなゆめ） 

マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ∥

文 リンジー・ハンター∥絵 菱木晃子∥訳 

ほるぷ出版 

あぶないときはいやです、だめです、いき

ません 子どもの身をまもるための本 

清永奈穂∥文  

石塚ワカメ∥絵 

岩崎書店 

宇宙の果てへ 量子力学体験ツアー はばなおゆき∥さく うのあつみ∥え 小峰書店 

おちつきがなかったらやってみて!（ガス

トンのきぶんをととのえるえほん） 

オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ

∥ぶん・え 垣内磯子∥やく 

主婦の友社 

こきゅうの本 クリストファー・ウィラード∥さく オリビ

ア・ワイザー∥さく アリソン・オリバー∥え 

茂木健一郎∥やく 

大泉書店 

サクラ はるなつあきふゆ おくやまひさし∥作 ほるぷ出版 

スティーブン・ホーキング 

（小さなひとりの大きなゆめ） 

マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ∥

文 マット・ハント∥絵 さくまゆみこ∥訳 

ほるぷ出版 
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書名 著者名 出版者 

マリア・モンテッソーリ 

（小さなひとりの大きなゆめ） 

マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ∥

文 ラケル・マルティン∥絵 清水玲奈∥訳 

ほるぷ出版 

やさしくわかる性のえほん あかちゃん

はどこからくるの? 

田代美江子∥監修 せべまさゆき∥

絵 WILLこども知育研究所∥編著 

金の星社 

 

日本のよみもの（7冊） 

書名 著者名 出版者 

君色パレット 多様性をみつめるショー

トストーリー ちょっと気になるあの人 

佳奈∥絵 岩崎書店 

クーちゃんとぎんがみちゃん  

ふたりの春夏秋冬 

北川佳奈∥作  

くらはしれい∥絵 

岩崎書店 

クスクスムシシを追いはらえ! 赤羽じゅんこ∥作 筒井海砂∥絵 国土社 

さかさまがっこう 苅田澄子∥作 つちだのぶこ∥絵 文溪堂 

世界は「 」で沈んでいく（カラフルノベル） 櫻いいよ∥著 PHP 研究所 

ぼくらは少年鑑定団! 大発見!謎の縄文土

器（わくわくライブラリー） 

くすのきしげのり∥作  

酒井以∥絵 

講談社 

ほじょりん工場のすまこちゃん 

（福音館創作童話シリーズ） 

安井寿磨子∥さく 福音館書店 

 

外国のよみもの（冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

荒野にヒバリをさがして[英語] アンソニー・マゴーワン∥作 野口絵美∥訳 徳間書店 

幸せな王子 オスカー・ワイルドショート

セレクション（世界ショートセレクショ

ン 20）[英語] 

オスカー・ワイルド∥作  

金原瑞人∥訳  

ヨシタケシンスケ∥絵 

理論社 

 

SF・推理（1冊） 

書名 著者名 出版者 

絶対名作!十代のためのベスト・ショー

ト・ミステリー 涙と笑いのミステリー 

千街晶之∥編 汐文社 

 

詩（2冊） 

書名 著者名 出版者 

がっこう、さらばじゃ（詩集絵本みつけ

たよ!じぶんのきもち）今月のｐickup 

日本作文の会∥編 ほるぷ出版 

なみだがぽとり（詩集絵本みつけたよ!じ

ぶんのきもち） 

日本作文の会∥編 ほるぷ出版 
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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 18 日(金)～4 月 14 日(木)  「生物多様性の本箱」 

○児童室展示 4 月 15 日(金)～         「ほんがいっぱい たのしさいっぱい」展 

       ○おはなし会 4 月 15 日(金)  

       ※県が「コロナとのつきあい方滋賀プラン」で示す 5 段階のステージ中、 

        レベル 2（警戒を強化すべきレベル）以下のステージのみ開催します。 

 ※前日 15 時時点で、レベル 3 に移行した場合は休止します。 

 

 


