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🌼今月の pickup  

『のせのせせーの!』  斉藤倫∥文 うきまる∥文 くのまり∥絵 ブロンズ新社 

「のせのせ せーの！」のかけごえとともにページをめくると、蝶が

髪飾りに、お花畑が服の図柄に、ソフトクリームがカニのおうちに、と

早変わり。何に何がのせられてどう変わってしまうのか、つい、次のペ

ージを繰る手を止めてあれこれ想像を膨らますことができる。 

また、やさしい色彩で描かれた絵をじっくり眺めると、メインストー

リーとは別に続くサイドストーリーや、登場人物の位置関係などが見え

てきて、読み返すたびにこの絵本の世界に引きこまれる。そして、やわ

らかく短い語り口は、絵の世界と相まって、とらえどころのないふわり

とした読後感を残して、やはりもう一度、と読みたくなる魅力を持った

絵本である。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 6月受け入れ分：156冊） 

日本の絵本（82冊） 

書名 著者名 出版者 

あかちゃんあかちゃん おおのたろう∥作・絵   大泉書店 

あげる はらぺこめがね∥著   佼成出版社 

あーそーぼ! フフフーン∥さく   ほるぷ出版 

あまやどりのホットケーキ  

あめはザーザーおなかはグーグー 

尾崎潤∥さく   教育画劇 

ありがとうなかよし(講談社の創作絵本) しもかわらゆみ∥作   講談社 

アリのメアリ いわたまいこ∥作   BL 出版 

アンパンマンとたけとんぼまん 

(アンパンマンのおはなしたんけん 4) 

やなせたかし∥作・絵   フレーベル館 

アンパンマンとムシバラス 

(やなせたかしのあんぱんまん 1973) 

やなせたかし∥作・絵   フレーベル館 

いいいろふうせんや 

(ハヤカワ・ジュニア・ブックス) 

たなかしん∥著   早川書房 

いろいろドーナツ フフフーン∥さく   ほるぷ出版 

うろおぼえ一家のパーティー 出口かずみ∥作   理論社 

え?ガオー!(あかちゃんがよろこぶしかけえほん) ひらぎみつえ∥作   ほるぷ出版 
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書名 著者名 出版者 

えんどうまめばあさんとそらまめじいさ

んのいそがしい毎日(日本傑作絵本シリーズ) 

松岡享子∥原案・文  

降矢なな∥文・絵  

福音館書店 

おいなりさん もとしたいづみ∥文 中川学∥絵  アリス館 

おっぱい 新装改訂版 

(たんぽぽえほんシリーズ) 

みやにしたつや∥さく・え   鈴木出版 

おとうさんのぼり くすのきしげのり∥作 北村裕花∥絵  学研プラス 

おなおしやのミケばあちゃん 尾崎玄一郎∥作 尾崎由紀奈∥作  偕成社 

おならおうこく 丸山誠司∥作・絵   ひさかたチャイルド 

おにぎりおにぎり 長野ヒデ子∥さく   おむすび舎 

おふろがでまーす accototo∥作   KADOKAWA 

おふろのなかのジャングルたんけん 

(絵本・こどものひろば) 

まつおかたつひで∥作・絵   童心社 

おやすみなさいの 1分えほん いぬつかまどか∥[ほか]著  

清水悦子∥監修  

ポプラ社 

おんぷちゃんとたいこ とよたかずひこ∥作・絵   ひさかたチャイルド 

おんぷちゃんとねこ とよたかずひこ∥作・絵   ひさかたチャイルド 

かえるのほんや(わたしのえほん) やぎたみこ∥作・絵   PHP研究所 

学校はうたう 杉本深由起∥詩 松田奈那子∥絵  あかね書房 

カッパのあさごはん 小山つづき∥さく   ロクリン社 

かわいいうさぎ(えほんのぼうけん) 直見芽以子∥作・絵   岩崎書店 

クッキーのおべんとうやさん 安西水丸∥著   クレヴィス 

クッキーのぼうしやさん 安西水丸∥著   クレヴィス 

くみたて(日本傑作絵本シリーズ) 田中達也∥作   福音館書店 

さかなくん しおたにまみこ∥著   偕成社 

しーしずかに(はじめての絵本たいむ) かかずゆみ∥さく 市原淳∥え  金の星社 

10 ぴきのおばけとすすおばけ にしかわおさむ∥作・絵   ひかりのくに 

シロのきもち 内田かずひろ∥作・絵 枡野浩一∥文  あかね書房 

すいかごろごろ(はじめてのこよみえほん 大暑) すとうあさえ∥ぶん 北村裕花∥え  ほるぷ出版 

すずばあちゃんのおくりもの 最上一平∥文 黒井健∥絵  新日本出版社 

スタコラサッサ 花山かずみ∥作   こぐま社 

ずぼっじー (講談社の幼児えほん) 高橋祐次∥作   講談社 

た 田島征三∥作   佼成出版社 

ちいさなたいこ 松岡享子∥さく 秋野不矩∥え  福音館書店 

ちゃぷちゃぷぷーん(0.1.2.えほん) 得田之久∥文 及川賢治∥絵  福音館書店 

ちょっちょっちょきーん 

(サニーサイドブックス) 

たあ先生∥作   サニーサイド 

つきをなくしたクマくん 谷口智則∥著   文溪堂 
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書名 著者名 出版者 

つくろう!ピザ(世界文化社のワンダー絵本) 秋永悠∥作   世界文化ワンダークリエイト 

つむちゃんとあそぼう minchi∥さく・え   岩崎書店 

てるてるぼうずさん(コドモエのえほん) 西村敏雄∥さく   白泉社 

とうちゃんはりょうりにん はしもとえつよ∥作絵   ニコモ 

ドーナツペンタくん(コドモエのえほん) 柴田ケイコ∥著   白泉社 

とんとんとんのこもりうた  改訂版 

Amamino kurousagi  (講談社の創作絵本) 

いもとようこ∥作・絵   講談社 

ないしょないしょのももんちゃん 

(ももんちゃんあそぼう) 

とよたかずひこ∥さく・え   童心社 

なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれ

た少年の物語(童心社の絵本) 

たじまゆきひこ∥作   童心社 

ねこのこね 石津ちひろ∥詩 おくはらゆめ∥絵  アリス館 

のせのせせーの! 

今月の pickup 

斉藤倫∥文 うきまる∥文 くの

まり∥絵 

ブロンズ新社 

ぱちぱちおめでとう ひろゆた∥作   小学館 

はるとスミレ eto∥[作]   偕成社 

ハレガエル 大塚健太∥作 すずきみほ∥絵  小学館 

ふしぎなかさやさん(講談社の創作絵本) たなか鮎子∥作   講談社 

ブーブーとあそぼ! 親子でふれあいしか

けえほん(交通新聞社こどものほん) 

江口ノリコ∥作   交通新聞社 

ふたごパンダのこころコロコロ 西島三重子∥文  

はせがわゆうじ∥絵  

中央公論新社 

プールのくまのこ 種村有希子∥作   アリス館 

へそもち 渡辺茂男∥さく 赤羽末吉∥え  福音館書店 

へびながすぎる ふくながじゅんぺい∥作   こぐま社 

へやぼしズボンさん たごもりのりこ∥作   BL 出版 

へんしんうみのいきもの 三浦太郎∥作   ほるぷ出版 

へんしんどうぶつ 三浦太郎∥作   ほるぷ出版 

まって!まって!(ポプラ社の絵本 82) 近藤瞳∥[作]   ポプラ社 

まなちゃんのあかいながぐつ 

(サニーサイドブックス) 

あいはらひろゆき∥作  

つがねちかこ∥絵  

サニーサイド 

まねっこぴたっ!どうぶつ 

からだをうごかすえほん 

まつしたさゆり∥ぶん  

スズキサトル∥え  

ほるぷ出版 

まよなかのバスてい 古内ヨシ∥さく   大日本図書 

まるんはじめてのいろのたび とどろきちづこ∥さく   イマジネイション・プラス 

もっとたべるのだあれ?(とびだすえほん) すぎはらけいたろう∥作   東京書店 

もふっ ふじいともみ∥作   アリス館 
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書名 著者名 出版者 

やまなし 宮沢賢治∥文 アーサー・ビナード

∥英訳 山村浩二∥絵 

今人舎 

ヤングさんのオーケストラ(ポプラ社の絵本 83) なかえよしを∥作 小池敏彦∥絵  ポプラ社 

ゆかしたのワニ(こどものとも絵本) ねじめ正一∥文 コマツシンヤ∥絵  福音館書店 

ようかいむらのきらきらたなばた たかいよしかず∥作・絵   国土社 

よしよしよしおさん(ポプラ社の絵本 84) おおのたろう∥作   ポプラ社 

りすとかえるのあめのたび うえだまこと∥作   BL 出版 

わたあめ(講談社の創作絵本) 近藤未奈∥作   講談社 

わたしはいいこ? えがしらみちこ∥作   小学館 

ワニはどうしてワニっていうの? 大塚健太∥作 うよ高山∥絵  小学館 

 

外国の絵本（44冊） 

書名 [原書の言語] 著者名 出版者 

あるあさ、ぼくは…[英語] マリー・ホール・エッツ∥さく  

まさきるりこ∥やく  

好学社 

あるひくじらがやってきた[英語] ニック・ブランド∥作 なかがわちひろ∥訳  小学館 

アンキロサウルスのマズ 

(ギガントサウルスアニメえほん)[英語] 

ジョニー・ダドル∥原案 たなか

あきこ∥訳  

小学館 

いっしょにいこう[オランダ語] ルース・リップハーゲン∥作 木坂涼∥訳  マイクロマガジン社 

おかあさんのおかげだよ[英語] コビ・ヤマダ∥文 ナタリー・ラッ

セル∥絵 前田まゆみ∥訳 

パイインターナショナ

ル 

おたんじょうびまだかな[英語] ジュリー・フォリアーノ∥ぶん クリスチャ

ン・ロビンソン∥え よしいかずみ∥やく 

化学同人 

おとうとがおおきくなったら[英語] ソフィー・ラグーナ∥文 ジュデ

ィ・ワトソン∥絵 当麻ゆか∥訳 

徳間書店 

おおきなかぶ(講談社のおはなし絵本箱) 三木卓∥文 西巻茅子∥絵  講談社 

ギガントサウルス[英語] ジョニー・ダドル∥作 たなかあきこ∥訳  小学館 

きょうりゅうバスでとしょかんへ[中国語] リウスーユエン∥文 リンシャオ

ペイ∥絵 石田稔∥訳 

世界文化ブックス 

きんいろのしか(日本傑作絵本シリーズ) ジャラール・アーメド∥案 石井

桃子∥再話 秋野不矩∥画 

福音館書店 

ごきげんななめなおさるさん 

(児童図書館・絵本の部屋)[英語] 

スザンヌ・ラング∥ぶん マックス・

ラング∥え ひさやまたいち∥やく 

評論社 

   

どんな子にある、わけもなく不機嫌な 

一日をユーモラスに描いています。 



5 

 

書名 [原書の言語] 著者名 出版者 

こころがやさしくなるえほん[オランダ語] フランチェスカ・ピローネ∥さく・

え おおはまちひろ∥やく  

パイインターナショナ

ル 

ことばコレクター[英語] ピーター・レイノルズ∥作 なか

がわちひろ∥訳  

ほるぷ出版 

ことりのメルおっこちる[英語] コーリー・R・テイバー∥さく よ

しいかずみ∥やく  

化学同人 

こねこのケイティ[英語] キャサリン・ジャクソン∥さく バ

イロン・ジャクソン∥さく アリス・

プロベンセン∥え  木坂涼∥訳  

好学社 

サンサロようふく店[朝鮮語] アンゼソン∥作・絵 林木林∥訳  TOY Publishing 

ジェニーのぼうし[英語] エズラ・ジャック・キーツ∥さく 

石津ちひろ∥やく  

好学社 

しっかりママにつかまって!  

ボルネオ島のおはなし[フランス語] 

市川里美∥作   BL 出版 

しま(世界傑作絵本シリーズ) マルク・ヤンセン∥さく   福音館書店 

しらゆきひめ 

(世界名作プリンセス絵本)[ドイツ語] 

[グリム∥原作] [グリム∥原作] 

上北ふたご∥絵 

河出書房新社 

シンデレラ 

(世界名作プリンセス絵本)[フランス語] 

[ペロー∥原作] 上北ふたご∥絵 

板垣かおる∥文 

河出書房新社 

戦争が町にやってくる[ウクライナ語] ロマナ・ロマニーシン∥作 アンド

リー・レシヴ∥作 金原瑞人∥訳 

ブロンズ新社 

トリケラトプスのタイニー 

(ギガントサウルスアニメえほん)[英語] 

ジョニー・ダドル∥原案 たなか

あきこ∥訳  

小学館 

なみのむこうに[英語] ブリッタ・テッケントラップ∥作 

三原泉∥訳  

BL 出版 

にちようびはパンケーキ![英語] マヤ・タツカワ∥作 木坂涼∥訳  光村教育図書 

野ばらの村のふねのたび 

(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 

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃ

ん(ボードブック)[英語] 

シェリー・ダスキー・リンカー∥文 

AG・フォード∥絵 福本友美子∥訳 

ひさかたチャイルド 

はたらくくるまたちのかいたいこうじ 

(ボードブック)[英語] 

シェリー・ダスキー・リンカー∥文 

AG・フォード∥絵 福本友美子∥訳 

ひさかたチャイルド 

パパのかえりがおそいわけ[朝鮮語] キムヨンジン∥さく・え 古家正

亨∥やく Mina Furuya∥やく 

岩崎書店 

「はやく」と「ゆっくり」[中国語] 張輝誠∥文 許匡匡∥絵 一青妙∥訳 光村教育図書 

パラサウロロフスのロッキー 

(ギガントサウルスアニメえほん)[英語] 

ジョニー・ダドル∥原案  

たなかあきこ∥訳  

小学館 
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書名 [原書の言語] 著者名 出版者 

ひみつのさくせん[英語] ニコロ・カロッツィ∥さく  

橋本あゆみ∥やく  

化学同人 

ピヤキのママ[朝鮮語] ペクヒナ∥作 長谷川義史∥訳  ブロンズ新社 

ブラキオサウルスのビル 

(ギガントサウルスアニメえほん)[英語] 

ジョニー・ダドル∥原案  

たなかあきこ∥訳  

小学館 

ペネロペ ママがだーいすき 

(ペネロペおはなしえほん)[フランス語] 

アン・グットマン∥ぶん ゲオル

グ・ハレンスレーベン∥え ひが

しかずこ∥やく 

岩崎書店 

ぼうやはどこ?[英語] アン・ハンター∥さく 橋本あゆみ∥やく  化学同人 

ぼりすそらをとぶ[オランダ語] ディック・ブルーナ∥ぶんえ  

まつおかきょうこ∥やく  

なかのゆりこ∥やく 

福音館書店 

ぼりすとこお[オランダ語] ディック・ブルーナ∥ぶんえ  

まつおかきょうこ∥やく  

なかのゆりこ∥やく 

福音館書店 

みらいのえんそく かざんのしまへ[英語] ジョン・ヘア∥作 椎名かおる∥文  あすなろ書房 

みんなでおふろ[英語] ダイアン・マルドゥロー∥ぶん デイヴィッ

ド・ウォーカー∥え 中井はるの∥やく 

イマジネイション・プラ

ス 

ゆらしてごらんひつじさん 

(ふってまわしてあそぶえほん) 

ニコ・シュテルンバウム∥さく 

中村智子∥やく  

サンマーク出版 

よるくまシュッカとあんしんのはな 

じぶんをたいせつにすること [デンマーク語] 

エミリー・メルゴー・ヤコブセン∥

えとぶん なかむらふゆみ∥やく  

百万年書房 

ライラックどおりのおひるごはん 

みんなでたべたいせかいのレシピ[フランス語] 

フェリシタ・サラ∥作 石津ちひろ∥訳  BL 出版 

 

ちしきの絵本（30冊） 

書名 著者名 出版者 

いのちの水 

(世界傑作絵本シリーズ) 

八百板洋子∥再話  

ベネリン・バルカノフ∥絵  

福音館書店 

江戸日本ねこづくし  

旅するさがしもの絵本(講談社の創作絵本) 

吉田愛∥[作]   講談社 

男の子は強くなきゃだめ? ジェシカ・サンダーズ∥文 ロビ

ー・キャスロ∥絵 西田佳子∥訳 

すばる舎 

きみの地球を守って むだをなくしてゴミを

へらすための楽しいガイドブック(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 

きみは星のかけら エリン・ケルシー∥文 ソイアン・

キム∥絵 光橋翠∥訳 

新評論 
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書名 著者名 出版者 

きょうは選挙の日。 塚本やすし∥作   汐文社 

コーヒーを飲んで学校を建てよう 

キリマンジャロ・フェアトレードの村をたずねる 

ふしはらのじこ∥文・絵  

辻村英之∥監修  

実生社 

このあななんじゃ 2   

つちのなかのいきものへん 

みぞぐちともや∥え   仮説社 

ころころすくすく 吉田敦子∥作 飯野和好∥絵  パイインターナショナル 

せかいのくにでいただきます!(講談社の創作絵本) 野村たかあき∥作・絵   講談社 

戦争をやめた人たち 1914 年のクリスマス休戦 鈴木まもる∥文・絵   あすなろ書房 

たなばたパーティーきらきらきらきら 

(おいしい行事のえほん) 

すとうあさえ∥文 山田花菜∥絵 

川島雅子∥レシピ提供 

ほるぷ出版 

てをつなぐのだいすき 

(あかちゃんのあそびえほん 16) 

きむらゆういち∥さく   偕成社 

デンタウン(ユーモアせいかつ絵本 はみがき) 中垣ゆたか∥作   世界文化ブックス 

どうぶつ村のせんきょ チームふくろう∥著   あけび書房 

鳥博士と天才カラス 樋口広芳∥作 おおたぐろまり∥絵  文一総合出版 

はみがきすっきり サトウマサノリ∥作・絵   パイインターナショナル 

光にむかって  

サーロー節子ノーベル平和賞のスピーチ 

サーロー節子∥[述] くさばよし

み∥編 やまなかももこ∥絵 

汐文社 

火の山にすむゴリラ 前川貴行∥写真・文   新日本出版社 

ブックウィング 山中伸弥と iPS細胞 

(えほんのもり) 

ふじもとみさと∥文 黒須高嶺∥絵 京都大

学 iPS 細胞研究所国際広報室∥監修 

文研出版 

仏像えほん ぼくとぞうの有頂天たび 店橋花里∥文・絵 肥田路美∥監修  YAMAVICO HAUS 

ぼくがおこるとおこること  

アンガーマネジメントのえほん 

塚本やすし∥作・絵   冨山房インターナショナル 

ぼくのかぞく 里親と子どもの絵本 すがはらあき∥さく ほさかまき∥え  海鳥社 

まんまるなあに(ブルーナのしかけえほん) ディック・ブルーナ∥絵 村田さ

ち子∥文  

講談社 

ミッフィーのおやすみなさい(げんきのえほん) ディック・ブルーナ∥絵   講談社 

ミッフィーのかくれんぼ(げんきのえほん) ディック・ブルーナ∥絵   講談社 

やせいのパパ フィリップ・バンティング∥作 

堀江里美∥訳  

化学同人 

やせいのママ フィリップ・バンティング∥作 

堀江里美∥訳  

化学同人 

らんらんランドセル モリナガヨウ∥著   めくるむ 

ワクチンくんといっしょ  

どうしてするの?よぼうせっしゅ 

森戸やすみ∥監修 近藤えり∥絵  チャイルド社 
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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 ※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 7 月 14 日（木）～8 月 31 日（水）夏展示「戦争」「こわい話」「お助け本」 

       ○おはなし会 7 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。 

 

 

 

🌼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 


