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🌼今月の pickup  

『ぶるばびぶーん くるまのえほん』 ささきしゅん∥さく 福音館書店 

 あかいくるまがはしりだす。前のめりの姿そのままに、おおきな音をたててすす

んでいく。信号に坂にでこぼこ道、橋に渋滞にと、行く手を阻む障害をもろともせ

ず、夕暮れの最後に滑り込んだのは我が家であった。 

ページをめくるごとに、ちょっとした車体やタイヤの表現の違いで車のいろんな

気持ちが読み取れる絵が秀逸。また、平易な言葉をテンポよく使った文章は、必ず

子どもも一緒に口ずさむはず。何度も声に出して読みたくなる絵本である。 

 

🌼新しく入った研修・選定用資料（図書）（2022年 11月受け入れ分：88冊） 

 

日本の絵本（44冊） 

書名 著者名 出版者 

あくまとけしのみ 洞野志保∥作 偕成社 

荒大名の茶の湯 「難波戦記」より 

(講談社の創作絵本) 

神田伯山∥監修 石崎洋司∥文  

岡本よしろう∥絵 

講談社 

アリューシャン☆マジック あべ弘士∥作 のら書店 

あるき・にすと?アルピニスト? 

(ユリ子おばちゃんのおしゃべりえほん) 

黒沼ユリ子∥さく 大西三朗∥え 冨山房インターナシ

ョナル 

アントンせんせいこまったときはおたがい

さま(講談社の創作絵本) 

西村敏雄∥作 講談社 

いちごサンタ(コドモエのえほん) 大塚健太∥ぶん  

わたなべあや∥え 

白泉社 

いぬのにっちゃんあきとふゆ あきくさあい∥さく・え パイインターナショ

ナル 

いのちがかえっていくところ 

(絵本・こどものひろば) 

最上一平∥作 伊藤秀男∥絵 童心社 

おうちくん カワダクニコ∥作 303BOOK 

おやすみなさい(しかけえほんシリーズ) きのしたけい∥作絵 コクヨ 
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書名 著者名 出版者 

カッパーノ 森くま堂∥文 いわさきさとこ∥絵 BL 出版 

   

   

   

   

   

   

   

   

くまの子ウーフのたからもの 

(ポプラ社の絵本 90) 

神沢利子∥作 広瀬弦∥絵 ポプラ社 

くまおばあちゃんのジャム 

(ナナカラやまものがたり 1) 

どいかや∥作 あすなろ書房 

クリスマスのおとしもの(講談社の創作絵本) えがしらみちこ∥作 講談社 

クリスマスプレゼントなぁに? フフフーン∥さく ほるぷ出版 

コジュケイふうふのちいさないえ 

(ナナカラやまものがたり 3) 

どいかや∥作 あすなろ書房 

サンタさんのゆめ・トナカイさんのゆめ 西島三重子∥文  

はせがわゆうじ∥絵 

中央公論新社 

せかいいちのモンスター 新井洋行∥作 ほるぷ出版 

そうなのよ 内田麟太郎∥文 高畠純∥絵 絵本館 

大名花屋(講談社の創作絵本) 神田伯山∥監修 石崎洋司∥文  

吉田尚令∥絵 

講談社 

たっちだいすき 

(アリス館のよみきかせ大型絵本) 

聞かせ屋。けいたろう∥ぶん  

ひろかわさえこ∥え 

アリス館 

たびする木馬 牡丹靖佳∥作 アリス館 

ちいさいひなた 山田美津子∥作 佼成出版社 

ちゅうもんのおおいりょうりてん 

(えほん宮沢賢治ワールド 1) 

宮沢賢治∥原作  

武田美穂∥絵と構成 

理論社 

でんしゃがきた! 

(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) 

石橋真樹子∥さく 福音館書店 

どきどきキッチンサーカス 

(幼児絵本シリーズ) 

石津ちひろ∥文 山村浩二∥絵 福音館書店 

どこどこ?どんぐり フフフーン∥さく ほるぷ出版 

にだんべっど 斉藤倫∥作 うきまる∥作  

五十嵐大介∥絵 

あかね書房 

ニットやさんのムームー タカハシカオリ∥作 こぐま社 

町を歩けば誰もが振り返る、みんなの

憧れカッパーノ。ところが自慢の頭の

上の皿をカラスに取られると… 
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書名 著者名 出版者 

ねこのかぞくのおはなし 

(ナナカラやまものがたり 2) 

どいかや∥作 あすなろ書房 

ねずみくんだーれだ? 

(ねずみくんの絵本 39) 

なかえよしを∥作 上野紀子∥絵 ポプラ社 

ねむらせやのネミイ 阿部結∥作 WAVE 出版 

   

   

   

   

   

   

   

ノラネコぐんだんうみのたび 

(コドモエのえほん) 

工藤ノリコ∥著 白泉社 

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! 

(アリス館のよみきかせ大型絵本) 

くぼまちこ∥著 アリス館 

ハルルさんのひでんのカレー すずきもも∥作 アリス館 

ひみつのもりのいちねん 柴田晋吾∥作 竹上妙∥絵 くもん出版 

100 ぴきかぞく 古沢たつお∥さく 大日本図書 

ぶるばびぶーん くるまのえほん 

(幼児絵本シリーズ)  今月のｐick up 

ささきしゅん∥さく 福音館書店 

へいおまち! おすしのえほん 

(講談社の幼児えほん) 

彦坂有紀∥作 もりといずみ∥作 講談社 

まてまてまくら(えほんのもり) たごもりのりこ∥作 文研出版 

まるがいいっ 林木林∥作 庄野ナホコ∥絵 小さい書房 

まんぷくてつどううまいもんめぐり 

(ポプラ社の絵本 88) 

井上よう子∥さく 澤野秋文∥え ポプラ社 

みち 三浦太郎∥作 あすなろ書房 

ゆきのげきじょう 荒井良二∥作 小学館 

 

外国の絵本（29冊） 

書名[原書の言語] 著者名 出版者 

あきのおわりのてんこうせい 

(imagination unlimited)[フランス語] 

ジャン-リュック・アングルベール∥さく 

はしづめちよこ∥やく 

イマジネイション・

プラス 

あくたれラルフのクリスマスプレゼント 

(あくたれラルフシリーズ)[英語] 

ジャック・ガントス∥さく  

ニコール・ルーベル∥え  

こみやゆう∥やく 

出版ワークス 

眠らせ検定 1 級のネミイが、あなたを眠

らせようとあれこれ試しますが失敗ばか

り。最後は眠らせることができるのか。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

あずきがゆばあさんととら[朝鮮語] ペクヒナ∥絵 パクユンギュ∥文  

かみやにじ∥訳 

偕成社 

いろってなあに? [英語] アリス・プロベンセン∥さく・え  

マーティン・プロベンセン∥さく・え 

こみやゆう∥やく 

KTC 中央出版 

カイとそんごくう(ブラウンストーンいちぞ

くのぼうけん)[英語] 

ジョー・トッド=スタントン∥作  

河合祥一郎∥訳 

すばる舎 

海賊シチュー[英語] ニール・ゲイマン∥文  

クリス・リドル∥絵  

大野舞∥訳 

カクイチ研究所 

きをつけて,ブルーノ![スペイン語] ホセ・カルロス・アンドレス∥文  

ホセ・フラゴソ∥絵  

青山南∥訳 

光村教育図書 

きょうりゅうバスでがっこうへ[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 

くまくまくんとゆうえんち[英語] ベンジー・デイヴィス∥作 BL 出版 

コールテンくんのポケット[英語] ドン・フリーマン∥作  

木坂涼∥訳 

好学社 

こぎつねのとくべつなクリスマス[英語] ポリー・フェイバー∥さく  

リチャード・ジョーンズ∥え  

ひびのさほ∥やく 

岩崎書店 

この本はよまれるのがきらい 

[スウェーデン語] 

ダビット・サンデン∥[作]  

青山南∥訳 

すばる舎 

 
 

 

   

 
 

 

   

   

   

   

   

サンタさんのぼうしどこいった? 

[フランス語] 

エマニュエル・レ∥ぶん  

ファビアン・ユクト・ランベール∥え 

ふしみみさを∥やく 

ほるぷ出版 

すきなものがちがうけど[英語] リンダ・アシュマン∥文  

イヴ・コイ∥絵  

福本友美子∥訳 

ほるぷ出版 

読まれるのがいやな本が、さまざまな工夫

で読むのを邪魔してきます。どうやって読

めばいいのか頭を抱える作品。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

たのしいクリスマスどおり[英語] ジョナサン・エメット∥ぶん  

インゲラ・アリアニウス∥え  

松本加奈子∥英語監修 

BL 出版 

ちいさいフクロウとクリスマスツリー  

ほんとうにあったおはなし[英語] 

ジョナ・ウィンター∥文  

ジャネット・ウィンター∥絵  

福本友美子∥訳 

鈴木出版 

トスカのクリスマス[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 

ドタバタ・クリスマス[英語] スティーヴン・クロール∥作  

トミー・デ・パオラ∥絵  

岸田衿子∥訳 

好学社 

なんなんなん?[英語] マック・バーネット∥文  

カーソン・エリス∥絵  

アーサー・ビナード∥訳 

小学館 

   

   

 
 

 

   

 
 

 

   

   

   

にげろ!がいこつ  

シャーロッコツ・ボーンズのじけんぼ 

[フランス語] 

ジャン=リュック・フロマンタル∥文 

ジョエル・ジョリヴェ∥絵  

あなべまき∥訳 

化学同人 

ネズミのミーナ[英語] マシュー・フォーサイス∥文と絵  

青山南∥訳 

化学同人 

ネネット こころのなかにとりのつばさを

もつおんなのこ[フランス語] 

アレクサンドラ・ガリバル∥作  

シビル・ドゥラクロア∥絵  

はしづめちよこ∥日本語翻訳 

アンドエト 

プリンセス・スノーとユニコーン  

こおりとまほうのワンダーランドをいっし

ょにぼうけんしませんか?[英語] 

ジェニー・レン∥絵 久保純子∥訳 文化学園文化出版局 

ほん[英語] デイビッド・マイルズ∥作   

上田勢子∥訳 

子どもの未来社 

メリークリスマス、にじいろのさかな 

(にじいろのさかなブック)[ドイツ語] 

マーカス・フィスター∥作  

谷川俊太郎∥訳 

講談社 

少年がふと思った疑問、人は何のため

に生きているの？答えを求めて少年は

旅に出ます。 
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書名[原書の言語] 著者名 出版者 

よるのあいだに… みんなをささえるはたら

く人たち[英語] 

ポリー・フェイバー∥文 ハリエット・

ホブデイ∥絵 中井はるの∥訳 

BL 出版 

ランタンハウスあかりのともるおうち[英語] エリン・ネピア∥さく  

アダム・トレスト∥え  

中井はるの∥やく 

世界文化ブックス 

レオとゴルゴンののろい 

(ブラウンストーンいちぞくのぼうけん) 

[英語] 

ジョー・トッド=スタントン∥作  

河合祥一郎∥訳 

すばる舎 

わらってよピッコ 

(世界傑作絵本シリーズ)[英語] 

ルイス・スロボドキン∥さく  

こみやゆう∥やく 

福音館書店 

 

ちしきの絵本（15冊） 

書名 著者名 出版者 

赤い鉄橋を渡っていくよ(えほんのもり) 岡田光司∥写真 岡田康子∥文 文研出版 

ウマと話すための 7つのひみつ 河田桟∥文と絵 偕成社 

え?A! (もじかけえほん) 大日本タイポ組合∥さく 偕成社 

おひさまのねがいごと 

 地球環境を考える SDGs 絵本 

みやいくみ∥作・絵 チャイルド社 

オムライスッス ケロポンズ∥作  

DJ みそしると MC ごはん∥絵 

主婦の友社 

かってもまけてもいいんだよ  

ガストンのソーシャルスキルえほん 

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 

かるがものクッカ(鳥のおはなし絵本 3) 箕輪義隆∥絵  かんちくたかこ∥文  

川上和人∥監修 

アリス館 

ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 竹下文子∥作 鈴木まもる∥絵 偕成社 

すいどう(かがくのとも絵本) 百木一朗∥さく 福音館書店 

   

   

   

   

   

   

   

どんぐりころころむし 

(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) 

澤口たまみ∥ぶん たしろちさと∥え 福音館書店 

世界はこんなに美しい アンヌとバイクの

20,000 キロ(山烋のえほん) 

エイミー・ノヴェスキー∥文 ジュリ

ー・モースタッド∥絵 横山和江∥訳 

工学図書 

蛇口をひねればきれいな水が流れ出

す。この水はどうやって届けられるの

か、わかりやすく伝えてくれます。 
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書名 著者名 出版者 

のんびり!どうぶつパーク(どうぶつしかけえ

ほん) 

いしかわこうじ∥作・絵 童心社 

ひらいてたのしい!クリスマスのおはなし コペンハーゲン社編集部∥文 ギル・ガ

イル∥絵 

いのちのことば社出

版部 

マリー・キュリー デミ∥作 さくまゆみこ∥訳 光村教育図書 

屋根のうえのバトンリレー 日本でいちばん

南にあるかやぶきの家 

横塚眞己人∥写真と文 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 

     祝日の翌日 ※土、日曜日は開館 

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

児童室からのお知らせ 

      ○児童室展示 11月 17日（木）～12 月 25 日（日）クリスマス展示 

             12月 3日（土）～12 月 2４日（日）伊藤忠からのクリスマスプレゼント 

             12月 2５日（日）年越し展示 

○冬のこども本まつり  

         ・展示会 

          令和 4 年（2022年）12月 21 日（水）・22日(木) 

          1部 10:00～11:00  2部 11:00～12:00  3部 13:00～14:00 

          4部 14:00～15:00  5部 15:00～16:00 

          令和 4 年（2022年）12月 23 日（金） 

          1部 10:00～11:00  2部 13:00～14:00  3部 14:00～15:00 

           ※それぞれの部ごとに 5組を受付（ 1 組 5 名まで） 

         ・おはなし会 

          令和 4 年（2022年）12月 23 日（金） 

          午前の部 11:30～11:55 午後の部 15:30～15:55 

           ※それぞれの部ごとに 6組を受付（ 1 組 4 名程度） 

🌼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 

 


