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ぜひお役立て

ください♪

『色どろぼうをさがして 』 （Ｙ９３ ジヨゼ）

エヴァ・ジョゼフコヴィッチ／作 大作 道子／訳

ポプラ社

１２歳の女の子・イジーのママは、 事故で昏睡状

態になってしまった。ママが描いてくれた壁画を心

の支えにして日々を過ごしていたイジーだが、ある

日悪夢を見たことをきっかけに、壁画から１色ずつ

色が消えていることに気づく。ママの絵を守るため、

イジーは「色どろぼう」の正体を探し始める。

大正・昭和の時代にあったお仕事が紹介されて

います。今ではもう無くなってしまったり、受け継が

れていても形が変わったりしているものも。

メールの代わりに伝書鳩が、冷蔵庫を冷やすため

に氷が使われていたりと今とは全然ちがう暮らしの

世界を見ることができます。

『昔のお仕事大図鑑 こんな仕事があったんだ！』
（Ｂ３６ ムカシ）

小泉 和子／監修 日本図書センター

『やっこさんのけんか』 （Ｅ トノウ）

殿内 真帆／作・絵 フレーベル館

自分が一番だと言い合うやっこさんたちは、おすもう

さんやひこうきなどに変身して勝負をすることに。鮮や

かな五つの色が印象的な絵本です。折り方も載ってい

るので読み終わった後に実際に折って遊ぶこともでき

ます。

『インクレディブルホテル』 （Ｅ フオラ）
ケイト・デイヴィス／文 イザベル・フォラス／絵

山田 詩子／訳 ＢＬ出版

パティシエを夢見るステファンは、インクレディブルホテル

で見習いとして働いています。ある日ホテルのパーティーで、

ドローネ侯爵夫人が大好きなクロカンブッシュを作ることに

なりました。ステファンもとっておきのものを作ろうとチャレン

ジします。

『このかみなあに? トイレットペーパーのはなし』
（Ｅ タニウ）
谷内 つねお／さく 福音館書店

私たちが毎日使うトイレットペーパー。広げたらどこ

までのびるの？水はどれだけ吸うんだろう？見開き

いっぱいの写真とシンプルな言葉で、特徴をダイレクト

に伝えます。横長の装丁にもユーモアを感じる楽しい

知識絵本。



★：読み聞かせ向き　❤：赤ちゃん向き　※子どもライブラリー以外で所蔵している絵本も含みます

オススメの新しい絵本

書　　　名 著　　　者 出版社 請求記号 書　　　名 著　　　者 出版社 請求記号

アルフィー
ゆくえふめいになったカメ

ティラ・ヒーダー／作
石津 ちひろ／訳

絵本塾出版 Ｅヒダテ
ねむねむさんがやってくる　★
眠りが訪れる話

ユ・ヒジン／さく・え
中井 はるの／訳

世界文化社 Ｅユヒジ

い～れ～て!　★
中川 ひろたか／作
市居 みか／絵

金の星社 Ｅイチイ パックンバーガーくん　❤
乾 栄里子／文
西村 敏雄／絵

講談社 Ｅニシム

うごきません。　★
大塚 健太／作
柴田 ケイコ／絵

パイ イ ンターナショ ナル Ｅシバタ 氷上カーニバル あべ 弘士／作 のら書店 Ｅアベヒ

うしとざん　★ 高畠 那生／作 小学館 Ｅタカバ 福助はみた
おおなり 修司／文
きむら よしお／絵

絵本館 Ｅキムラ

うりぼうと母さん　★
矢野誠人の写真絵本

矢野 誠人／写真・文
林 良博／監修

大空出版 Ｅヤノマ ふぶきのみちはふしぎのみち 種村 有希子／作 アリス館 Ｅタネム

おやすみなさいどうぶつたち　★
ケイト・プレンダーガスト／さく
よしはら なお／やく

潮出版社 Ｅプレン ぼうしくんのクリスマスプレゼント　★ 新井 洋行／作・絵 KADOKAWA Ｅアライ

ガチャガチャぽん!　❤
ナカオ マサトシ／ぶん
森 あさ子／え

マイ クロマガジン社 Ｅモリア ボール、みいつけた!　★ 宮野 聡子／著 ハッピーオウル社 Ｅミヤノ

きょうはおかねがないひ
ケイト・ミルナー／さく
こでら あつこ／やく

合同出版 Ｅミルナ ぼくらのまちにおいでよ　★ 大桃 洋祐／作 小学館 Ｅオオモ

クリスマスかぞえうた　❤ 西村 敏雄／さく 白泉社 Ｅニシム まんぷくよこちょう なかざわ くみこ／作 文溪堂 Ｅナカザ

さわってさわって 　❤
ふれあいあかちゃん絵本

えがしら みちこ／作 小学館 Ｅエガシ みかんおいしくなーれ　❤ 矢野 アケミ／さく 大日本図書 Ｅヤノア

しあわせなクレヨン 丸山 陽子／作 BL出版 Ｅマルヤ ミツバチたち
カーステン・ホール／文

イザベル・アルスノー／絵 青山 南／訳 化学同人 Ｅアセノ

しあわせなときの地図
フラン・ヌニョ／文 ズザンナ・セレイ／絵

宇野 和美／訳 ほるぷ出版 Ｅセレイ もうふちゃん　★
くさか みなこ／作
よしむら めぐ／絵

小学館 Ｅヨシム

しんかんせん!　★ 穂村 弘／ぶん 長谷川 朗／え くもん出版 Ｅハセガ もぐらくんのねがいごと
キム・サングン／作・絵
猪川 なと／訳

岩崎書店 Ｅキムサ

どれもみーんなアントニオ!
スザンナ・マッティアンジェ リ／文

マリアキアラ ・ディ・ジョ ルジョ ／絵

ふくやま よしこ／訳
山烋 Ｅデイジ もどっておいで 鈴木 永子／さく リーブル Ｅスズキ

ニマとおにばば
ピエール・ベルトラン／文

チェン・ジャンホン／絵 平岡 敦／訳 徳間書店 Ｅチエン もりねこ
くさか みなこ／文
品田 紗桜里／絵

文研出版 Ｅシナダ

ねこはすっぽり　❤ 石津 ちひろ／文 松田 奈那子／絵 こぐま社 Ｅマツダ わかってるって　★ しもかわら ゆみ／さく イ マジネイ ショ ン・プラ ス Ｅシモカ


