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🌼今月の pickup 

『橋の上で』  

湯本香樹実∥文 酒井駒子∥絵  河出書房新社  

「いまここから川にとびこんだら、どうなるだろう」――大人からは盗みの濡

れ衣を着せられ、同年代の周囲からは嫌がらせを受け、孤立する「ぼく」。思いつ

める少年の傍らに、いつのまにか見ず知らずの薄汚い格好の＜おじさん＞が立

ち、おもむろに少年に語りかける。――みずうみを見たことがある？ ただのみず

うみじゃない。その水は暗い地底の水路をとおって、きみのもとへとやってくる。 

なんの話？ もちろん、きみの話さ、と。 

多数に追い詰められた者の心をえぐる孤独への静かな共感と、これから出会う

であろう多くの一人一人とともに自分もまた生きていく明日への希望を語る 1 冊。なお本書はフランス

やパレスチナなど、海外 10 の国と地域で翻訳される。 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年９月受け入れ分：82冊） 

日本の絵本（４2冊） 

書名 著者名 出版者 

アニーとパパのハロウィン たちもとみちこ∥さく 文溪堂 

1 まいのがようし 長坂真護∥[作] あかね書房 

いってらっしゃーい（こどものくに傑作絵本） りとうようい∥作・絵 金の星社 

おいちにのだーるまさん 

（0.1.2.えほん） 

こばやしえみこ∥文 

こいでやすこ∥絵 小渕もも∥絵 

福音館書店 

おふくさんの 12かげつ 服部美法∥ぶん・え 大日本図書 

おやすみもみもみ 

（なないろえほん） 

ぜんぷくさり∥さく 

かわしまななえ∥え 

PHP研究所 

おやゆびひめとこゆびひめ きしらまゆこ∥作…絵 教育画劇 

かえるのギッタンバッタン 

（えほんのもり） 

こやまじゅんこ∥文 

いしいつとむ∥絵 

文研出版 

かずもう  

（講談社の創作絵本） 

もとしたいづみ∥文 

かとうまふみ∥絵 

講談社 

からっぽのにくまん （MOE のえほん） まつながもえ∥著 白泉社 

川まつりの夜 岩城範枝∥作 出久根育∥絵 フレーベル館 

きらきらさがし 新井悦子∥作 さこももみ∥絵 岩崎書店 
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書名 著者名 出版者 

クモのシルバーくん すみもとななみ∥作 絵本塾出版 

こくご （先生からきみへ 21 時間目） 扇野剛∥ぶん やまもとななこ∥え 仮説社 

タコとだいこん （講談社の創作絵本） 伊佐久美∥作 講談社 

たすけてー （こどものくに傑作絵本） りとうようい∥作・絵 金の星社 

どすこいすしずもう たいけつ!うみのギャ

ング （講談社の創作絵本） 

アンマサコ∥作 講談社 

とんかつのぼうけん 

（ポプラ社の絵本 87） 

塚本やすし∥作 ポプラ社 

ナマコのばあちゃん こしだミカ∥さく 偕成社 

ねずみさんのパンツ tupera tupera∥作 ブロンズ新社 

橋の上で 

今月の pickup！ 

湯本香樹実∥文 

坂井駒子∥絵 

河出書房新社 

パンしろくま （PHPにこにこえほん） 柴田ケイコ∥作・絵 PHP研究所 

パンどろぼうおにぎりぼうやのたびだち 柴田ケイコ∥作 KADOKAWA 

ぴーぴーばっくしまーす 

（0.1.2.えほん） 

片山健∥作 福音館書店 

PIHOTEK 北極を風と歩く 

（講談社の創作絵本） 

荻田泰永∥文 

井上奈奈∥絵 

講談社 

ピンポーン!つぎとまります 

（交通新聞社こどものほん）  

五味ヒロミ∥ぶん 

さとうめぐみ∥え 

交通新聞社 

ふしぎなひきだし 

（こどものくに傑作絵本）  

苅田澄子∥作 

つがねちかこ∥絵 

金の星社 

ふっと… 内田麟太郎∥文 松成真理子∥絵 BL 出版 

ボクサッカーやめたい 神山ますみ∥さく イマジネイショ

ン・プラス 

ほんとだもん! いもとようこ∥作絵 金の星社 

まいごのモリーとこうもりのかさ 

（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 

まねっこどきっ!おばけ 

（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 

まねまねどうぶつ shimizu∥作・絵 ポプラ社 

もうじきたべられるぼく はせがわゆうじ∥作 中央公論新社 

もぐもぐがじがじ 

（0.1.2.えほん）  

中野明美∥文 

大島妙子∥絵 

福音館書店 

ヨルとよる あさのますみ∥作 よしむらめぐ∥絵 教育画劇 

りんごばたけのアップルパイ レッサーパ

ンダのパティ （コドモエのえほん） 

serico∥え 

たきのみわこ∥ぶん 

白泉社 
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書名 著者名 出版者 

ルッコラのちいさなさがしものやさん 

（MOE のえほん） 

北澤平祐∥著 白泉社 

わごむまつり つきおかゆみこ∥作・絵 小峰書店 

ワニくんのはじめてのおでかけ 古内ヨシ∥文 

くすはら順子∥絵 

絵本塾出版 

わんぱくだんのバスごっこ ゆきのゆみこ∥作 上野与志∥作 ひさかたチャイ

ルド 

わんわんハロウィーン 

（講談社の幼児えほん）  

高林麻里∥作 講談社 

 

外国の絵本（１7冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

いつまでいっしょ? ［英語］ クリストファー・チェン∥文 

スティーブン・マイケル・キング∥絵 

なかがわちひろ∥訳 

国土社 

 

イライラのあらし  

［英語］ 

ルイーズ・グレッグ∥作 

ジュリア・サルダ∥絵 吉井知代子∥訳 

金の星社 

おおきいかさ 

［英語］ 

エイミー・ジューン・ベイツ∥さく 

ジュニパー・ベイツ∥さく 

のざかえつこ∥やく 

化学同人 

おはなしのたねをまくと… 

（山烋のえほん）  

［イタリア語］ 

クラウディオ・ゴッベッティ∥作 

ディヤナ・ニコロヴァ∥絵 

いのうえさあや∥訳 

工学図書 

カピバラがやってきた 

［スペイン語］ 

アルフレド・ソデルギット∥さく 

あみのまきこ∥やく 

岩崎書店 

キーウの月 

（講談社の翻訳絵本） 

［イタリア語］ 

ジャンニ・ロダーリ∥作 

ベアトリーチェ・アレマーニャ∥絵 

内田洋子∥訳 

講談社 

どうぶつたちのハロウィーンって? 

［英語］ 

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 

 

パンダとネズミがなかよく散歩をしていると、ネズミは強い風に吹き飛ばされそ

うになります。「おーっと、あぶない！」パンダはさっとネズミの手をつかみます。

それをきっかけに２人は、いつだって手をつないで旅を続けるのですが…… 

オーストラリアの作家と画家のコンビが描く心あたたまる友情の物語。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

トット・ボトットとちいさなたてぶえ 

［英語］ 

ローラ・キャソン∥さく 

アーノルド・ローベル∥え 

こみやゆう∥やく 

好学社 

ともだちがほしかったおばけ 

［英語］ 

スザンヌ・コフマン∥作 

ふしみみさを∥訳 

光村教育図書 

野ばらの村のおひっこし 

（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 

びんにいれてごらん 

［英語］ 

デボラ・マルセロ∥作 

なかがわちひろ∥訳 

光村教育図書 

フランクとバートのだいすきかくれんぼ 

［英語］ 

クリス・ネイラー・バレステロス∥作 

田元明日菜∥訳 

化学同人 

ママってすごーい! 

［英語］ 

クリス・ホートン∥作 

木坂涼∥訳 

BL 出版 

ミイラのなぞをとけおとうとうさぎ! 

［スウェーデン語］ 

ヨンナ・ビョルンシェーナ∥作 

ヘレンハルメ美穂∥訳 

クレヨンハウス 

麦畑のみはりばん 

［英語］ 

ベス・フェリー∥文 

テリー・ファン∥絵 

エリック・ファン∥絵 

よしいかずみ∥訳 

化学同人 

わすれないでね 

（ずっとだいすき） 

［英語］ 

ジーン・ウィリス∥文 

ラケル・カタリナ∥絵 

前田まゆみ∥訳 

小学館 

わたしがいじわるオオカミになった日 

［フランス語］ 

アメリ・ジャヴォー∥ぶん 

アニック・マソン∥え 

ふしみみさを∥やく 

パイインターナ

ショナル 

 

ちしきの絵本（２3冊） 

書名 著者名 出版者 

うさぎのおめめ おしえてじどうしゃくん! 

たのしいしかけで交通安全を学べる! 

オフィスランテ∥原作 

原あいみ∥絵 

パイインターナ

ショナル 

海に生きる!ウミガメの花子 黒部ゆみ∥写真・文 偕成社 

えんそく 

（小学生のための英語絵本シリーズ ２）  

アレン玉井光江∥文  

のだよしこ∥絵 

東京書籍 

クジラの進化 （講談社の創作絵本）  水口博也∥文 小田隆∥絵 

木村敏之∥監修 

講談社 

くすぐってっごらんおうむくん 

（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 
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書名 著者名 出版者 

古生代水族館 わくわく科学ずかん こた∥作・絵 大泉書店 

ごろんずっしりさつまいも  

（どーんとやさい）  

いわさゆうこ∥さく 童心社 

さわってたのしいレリーフブックおかしの

どうぶつえん てんじつき 

（てんじつきさわるえほん） 

村山純子∥著 小学館 

すなはまのバレリーナ 

エリアナ・パヴロバのおくりもの 

川島京子∥文 

ささめやゆき∥絵 

のら書店 

0・1・2さいのたべもの 100 

（あかちゃんのずかん 100 ４）  

 ポプラ社 

たしますよ （こどものくに傑作絵本）  内田麟太郎∥作 たごもりのりこ∥絵 金の星社 

ダンゴムシ 

（小学生のための英語絵本シリーズ １）  

アレン玉井光江∥文・監修 

皆越ようせい∥写真 

東京書籍 

トイレのなか、みせてみせて！ ヒド・ファン・ヘネヒテン∥文・絵 

松永りえ∥訳 

パイインターナ

ショナル 

なにになれちゃう? （コドモエのえほん）  チョーヒカル∥著 白泉社 

にじ 光と水のまほう 

（小学生のための英語絵本シリーズ ３）  

村松麻里∥文 ひがしちから∥絵 

アレン玉井光江∥監修 

東京書籍 

のぞいてごらんおとぎのせかい 青山邦彦∥作 フレーベル館 

ばぁ! さこももみ∥作 

アーキ・ヴォイス∥監修 

マイクロマガジ

ン社 

ハコフグのねがい 

（講談社の動く図鑑 MOVE の科学えほん）  

さかなクン∥さく・え 講談社 

はしゃぎすぎたらやってみて! 

（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 

ぱっかーん! 

（エンブックスの赤ちゃん絵本）  

砂糖ゆき∥さく エンブックス 

めくってはっけん!ちきゅうエコずかん ケイティ・デインズ∥作 

イラリア・ファッチオーリ∥絵 

朝岡幸彦∥監修 

ポプラ社 

もしも深海でくらしたら 山本省三∥作 

長根浩義∥監修  

WAVE 出版 

ようこそ!わたしの町へ 家をはなれてきた

人たちと 

ミアリー・ホワイトヒル∥文 

ジェニファー・ジャクソン∥文 

ノマー・ペレズ∥絵 

上田勢子∥訳 堀切リエ∥訳 

子どもの未来社 
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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 ※祝(休)日は開館し、翌水曜日を休館 

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

児童室からのお知らせ 

      ○児童室展示 10月 20日（木）～11 月 16 日（水）「つくろう!つくろう!!なにつくろう!?」 

        

 

 

 

🌼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 児童研究図書（参考書） 

５ 各出版社販売目録 

６ 学校図書館支援用図書（研究室内にありません。請求に応じてお出しします。） 

 

🌼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いただいたうえで、 

ご利用いただけます。 ※大人の方がご利用いただけます。子どもは入れません。 

 

 

🌼児童図書研究室のご案内 

 


