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🌼今月の pickup  

『エメリン・パンクハースト （小さなひとりの大きなゆめ） 』  

 リスベット・カイザー∥文 アナ・サンフェリッポ∥絵 上野千鶴子∥訳 ほるぷ出版 

「女性は人間です」――このあたりまえの事実が、あたりまえのこととして、

イギリスで受け入れられたのは 1928 年。女性が、この社会に生きる主権者の

一人として生きていくための権利、すなわち政治家を選ぶ権利や、政治家として

選ばれる権利を、あたりまえに行使できるようになって、まだ 100 年もたって

いない。（ちなみに日本では、1946 年から）。 

本書は、女性が“人間”以前の存在として、口を開くことすら許されなかった

時代にあって、声をかぎりに叫び行動することで、自身を、仲間を、そして社会

を大きく変えた女性参政権論者（サフラジェット）――エメリン・パンクハースト

の生涯を、魅力的な絵と簡潔な文章でつづった絵本である。私が“私”として、

“自分”らしく生きるためには何が必要で、そして何をなすべきか？ この孤独な問いに胸に、ひたむき

に生きたひとりの人間を通じ、私たちが“自己”と向きあい、“自身”と、そして自身を取り巻く“世界”

を“より良く”するための一歩を踏み出す勇気は、誰にも備わっている――そんなあたりまえの事実に、

あらためて気づかされる１冊。社会的背景はもとより日本の状況にも言及した訳者の解説も示唆に富む。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 5月受け入れ分：７９冊） 

※研修・選定用資料としての 4月の受け入れはありません 

日本の絵本（3７冊） 

書名 著者名 出版者 

あかちゃんがきた! サトシン∥作 松本春野∥絵 アリス館 

ありんこトロッコ おおいじゅんこ∥作 アリス館 

いち・にの・さんかんび 

（TOYOKAN BOOKS） 

くすのきしげのり∥さく 

こばようこ∥え 

東洋館出版社 

おうちりくじょうグランプリ 

（えほんのもり） 

二宮由紀子∥文 国松エリカ∥絵 文研出版 

おてがみであいましょう 木村いこ∥作・画 木村セツ∥画 理論社 

おともだちべんとう 白土あつこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 

おなまえおしえて 新井洋行∥[作] 偕成社 

おばけのやだもん こわーいおばけやしき ひらのゆきこ∥さく・え 教育画劇 

おひげのポン かなざわまこと∥作・絵 学研プラス 
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書名 著者名 出版者 

カッコーはくしのだいぼうけん かこさとし∥文・絵 復刊ドットコム 

かみはこんなにくちゃくちゃだけど 

（MOE のえほん） 

ヨシタケシンスケ∥著 白泉社 

クーのたんじょうび しろさめ∥作絵 岩崎書店 

げんこつやまのたぬきさん 

0・1・2 さい（世界文化社のワンダー絵本） 

とよたかずひこ∥作 世界文化ワンダークリエイト 

ことりになったら ひらてるこ∥作・絵 岩崎書店 

ごめんねゆきのバス むらかみさおり∥作 文溪堂 

コンビニてんちょうネコイチさん 

（わたしのえほん） 

ヤスダユミコ∥さく 

むとうゆういち∥さく 

まつもとまや∥え 

PHP研究所 

3 かいなかしたろか 

（TOYOKAN BOOKS） 

くすのきしげのり∥さく 

石井聖岳∥え 

東洋館出版社 

スープとあめだま （闇は光の母） ブレイディみかこ∥作 

中田いくみ∥絵 

岩崎書店 

ちいさな世界 せなけいこ詩画集 せなけいこ∥詩・絵 ポプラ社 

ドクターひっぱれのあっぱれしんさつ こうだてつひろ∥作 

たちもとみちこ∥絵 

絵本塾出版 

ともだち くすのきしげのり∥作 

よしむらめぐ∥絵 

小学館 

どんなおべんとう? いわきあやこ∥絵 

麦田あつこ∥文 

小学館 

なまけていません。 大塚健太∥作 

柴田ケイコ∥絵 

パイインターナショナル 

のいちごつみ ばばばあちゃんのおはなし 

（こどものとも絵本） 

さとうわきこ∥さく・え 福音館書店 

はっぴーなっつ 荒井良二∥作 ブロンズ新社 

パンダのんびりたいそう 

（講談社の幼児えほん） 

いりやまさとし∥作 講談社 

ブロロンどろろん 高畠那生∥作・絵 小学館 

ヘイ!タクシー おおなり修司∥文 

きむらよしお∥絵 

絵本館 

ぼくがかわりにとどけるよ そのだえり∥作 文溪堂 

ぼくのねこ （わたしのえほん） 鈴木のりたけ∥作・絵 PHP研究所 

ほっぺにちゅ!  （とことこえほん） 新井洋行∥作 童心社 

まいごのモリーとわにのかばん 

（童心社のおはなしえほん） 

こまつのぶひさ∥文 

はたこうしろう∥絵 

童心社 
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書名 著者名 出版者 

3 つのねがいと 1つのおねがい きしらまゆこ∥作…絵 教育画劇 

みみたぶちゃん 山田花菜∥作 WAVE 出版 

ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 

（童心社のおはなしえほん） 

武田美穂∥作・絵 童心社 

妖怪横丁大運動会 広瀬克也∥作 絵本館 

わたし、わすれものがおおいです。 

（TOYOKAN BOOKS） 

くすのきしげのり∥さく 

のしさやか∥え 

東洋館出版社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

外国の絵本（１４冊） 

書名 [原書の言語] 著者名 出版者 

赤りすナトキンのおはなし 

（絵本ピーターラビット ２）［英語］ 

ビアトリクス・ポター∥作・絵 

川上未映子∥訳 

早川書房 

オリーともりのがっこう［英語］ ニコラ・キルン∥作 

増子久美∥訳 

化学同人 

かたつむり［朝鮮語］ キムミヌ∥さく 

わたなべなおこ∥やく 

あすなろ書房 

きつねとぶどう 

イソップねずみのイソップものがたり 

［古代ギリシア語ほか］ 

イソップ∥原作 

しもかわらゆみ∥文・絵 

あかね書房 

グロスターの仕たて屋 

（絵本ピーターラビット ３）［英語］ 

ビアトリクス・ポター∥作・絵 

川上未映子∥訳 

早川書房 

ぞうになったうそ［フランス語］ ティエリー・ロブレヒト∥ぶん 

エステル・メーンス∥え 

ふしみみさを∥やく 

パイインターナショナル 

だいすきなうみときみと［英語］ バルー∥作 青山南∥訳 WAVE 出版 

にんじんようちえん 

（ポプラせかいの絵本 68）［朝鮮語］ 

アンニョンタル∥さく 

ひこ・田中∥やく 

ポプラ社 

川上未映子さん

の訳で、新しい

全集が出たよ！ 
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書名 [原書の言語] 著者名 出版者 

ぬいぐるみきゅうじょたい［フランス語］ ティエリー・ロブレヒト∥文 

デイヴィッド・B・ドレイパー∥絵 

川野太郎∥訳 

岩崎書店 

花をさかせたがらない小さなキャベツ 

（女の子の昔話えほん）［フランス語］ 

中脇初枝∥再話 

うえのあお∥絵 

偕成社 

ピーターラビットのおはなし 

（絵本ピーターラビット １）［英語］ 

ビアトリクス・ポター∥作・絵 

川上未映子∥訳 

早川書房 

ひとつからはじめよう［英語］ スーザン・ヴェルデ∥文 

ピーター・レイノルズ∥絵 

島津やよい∥訳 

新評論 

みつばちさんのティールーム［英語］ ヘイリー・バレット∥文 

アリソン・ジェイ∥絵 

蜂飼耳∥訳 

徳間書店 

わたしのかぞくみんなのかぞく［英語］ サラ・オレアリー∥さく 

チィン・レン∥え 

おおつかのりこ∥やく 

あかね書房 

 

ちしきの絵本（２6冊） 

書名 著者名 出版者 

あかちゃんがうまれるまで 

（性とからだの絵本） 

遠見才希子∥作 

相野谷由起∥絵 

童心社 

あかちゃんといっしょ 

（コドモエのえほん） 

えがしらみちこ∥作 

大日向雅美∥監修 

白泉社 

アフガニスタンのひみつの学校 

ほんとうにあったおはなし 

ジャネット・ウィンター∥作 

福本友美子∥訳 

さ・え・ら書房 

うみとりくのからだのはなし 

（性とからだの絵本） 

遠見才希子∥作 

佐々木一澄∥絵 

童心社 

うんちってえいごでなんていうの? 

（講談社の創作絵本） 

平田昌広∥ぶん 

中谷靖彦∥え 

松宮新吾∥英語監修 

講談社 

絵本で知ろう二十四節気 冬 ふじもとみさと∥文 

竹中俊裕∥絵 

文研出版 

エメリン・パンクハースト 

（小さなひとりの大きなゆめ） 

今月の pickup 

リスベット・カイザー∥文 

アナ・サンフェリッポ∥絵 

上野千鶴子∥訳 

ほるぷ出版 

おしりじまん 

（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 

齋藤槙∥さく 福音館書店 
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書名 著者名 出版者 

おとがあふれてオムライス 

（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 

夏目義一∥さく 福音館書店 

おとなになるっていうこと 

（性とからだの絵本） 

遠見才希子∥作 

和歌山静子∥絵 

童心社 

おんなじかたち!ABC  

（講談社の幼児えほん） 

よねづゆうすけ∥作 講談社 

くだもののずかん 

（コドモエのえほん） 

大森裕子∥作 

三輪正幸∥監修 

白泉社 

くらべるえほん たべもの ちかつたけお∥さく・え 学研プラス 

神社のえほん 羽尻利門∥作 あすなろ書房 

ゾウのじょおうさま 

むれをみちびく （imagination unlimited） 

ジューン・スモールズ∥ぶん 

しもかわらゆみ∥え 

あまがいひろみ∥やく 

イマジネイション・プラス 

そらいっぱいのこいのぼり 

（世界文化社のワンダー絵本） 

羽尻利門∥作 世界文化ワンダークリエイト 

たびするてんとうむし イザベル・シムレール∥文・絵 

石津ちひろ∥訳 

岩波書店 

チューくんといっしょせいかつのおはなし 

おはよう・きがえ・トイレ・はみがき・てあらいう

がい・かたづけ・おふろ・おやすみ 

ひらのゆきこ∥作 

内田伸子∥監修 

ポプラ社 

超ミクロの世界へ 

（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 

ニッキーとヴィエラ 

ホロコーストの静かな英雄と救われた少女 

ピーター・シス∥作 

福本友美子∥訳 

BL 出版 

ねんどくんどんなおと? 

（げんきのえほん） 

しみずだいすけ∥さく・え 講談社 

びっくり!微生物のひみつ 科学絵本 フィリップ・バンティング∥著 

さかいあきふみ∥やく 

光文社 

ぼくらのサブウェイ・ベイビー ピーター・マキューリオ∥作 

レオ・エスピノーサ∥絵 

北丸雄二∥訳 

サウザンブックス社 

やさしくわかる性のえほん 

じぶんのからだはどんなからだ? 

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 

やさしくわかる性のえほん 

すきってどんなきもち? いやっていえるかな? 

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 

和ろうそくは、つなぐ 大西暢夫∥著 アリス館 
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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 ※火曜日が祝日の場合は開館し、翌水曜日は休館します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

児童室からのお知らせ 

       ○児童室展示 5 月 19 日(木)～6 月 16 日（木） 「だまし×だまされ～キツネ v.s.タヌキ」 

       6 月 17 日（金）～7 月 13 日（水）「ふるふるフルーツ ぶるぶるベジタブル」 

       ○おはなし会 6 月 17 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。 

 

 

 

🌼児童図書研究室とは？ 

 児童図書研究室は、次のコレクションを実際に手に取ってごらんいただけるお部屋です。 

１ 読み聞かせ用大型絵本・紙芝居 

２ 選定用絵本・読み物（2 段ラベル） ※過去 3 年分 

３ 児童全件購入図書（1 段ラベル） ※過去 3年分 

４ 多言語図書 

５ 児童研究図書（参考書） 

６ 各出版社販売目録 

７ 学校図書館支援用図書（研究室内にありません。請求に応じて、ご提供いたします。） 

 

🌼どうやって利用するの？ 

児童室カウンターでお声かけください。申込書に必要事項をご記入のうえ、ご利用いただけます。 

なお、利用は、大人の方に限定しています。お子様の入室は、原則として、お断りしています。 

 

 

🌼児童図書研究室のご案内 


