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

青のなかの青
アンナ・アトキンスと世界で最初の青い写真集

フィオナ・ロビンソン／さく
せな あいこ／やく

評論社 Ｅロビン ついておいでフロー!
ジャーヴィス／作
青山 南／訳

ＢＬ出版 Ｅジヤビ

あかちゃんですよ はいどうぞ　❤
うしろ よしあき／文
鈴木 智子／絵

アリス館 Ｅスズキ でんしゃとしょかん
深山 さくら／文
はせがわ かこ／絵

文研出版 Ｅハセガ

アパートのひとたち　★
エイナット・ツァルファティ／作
青山 南／訳

光村教育図書 Ｅツアル ながれぼし
武田 康男／監修・写真
小杉 みのり／構成・文

岩崎書店 Ｅタケダ

いえのなかといえのそとで
レウィン・ファム／さく
横山 和江／やく

廣済堂あかつき Ｅフアム バスごっこ　❤
香山 美子／詞
*すまいるママ*／制作

世界文化
ワンダー
クリエイト

Ｅスマイ

いきものづくしものづくし 1 松岡 達英／[ほか作] 福音館書店 Ｅイキモ
ひそひそ こしょこしょ
ささやきごえでよむえほん

うちむら たかし／作 クレヨンハウス Ｅウチム

おおきなキャンドル馬車にのせ たむら しげる／著 偕成社 Ｅタムラ ぴぽん　★ 内田 麟太郎／作・絵 鈴木出版 Ｅウチダ

おじいちゃんのたびじたく
ソ・ヨン／文・絵
斎藤 真理子／訳

小峰書店 Ｅソヨン ぷあぷあ　❤
うしろ よしあき／文
かまた みつよ／絵

KADOKAWA Ｅカマタ

おばあちゃんのたからもの
シモーナ・チラオロ／作
福本 友美子／訳

光村教育図書 Ｅチラオ
ヘビと船長
フランス・バスクのむかしばなし

ふしみ みさを／文
ポール・コックス／絵

ＢＬ出版 Ｅコツク

かいじゅうごっこ　★
ルーシー・カズンズ／作
木坂 涼／訳

偕成社 Ｅカズン まちがいなんてないよ
コリーナ・ルウケン／絵と文
島津 やよい／訳

新評論 Ｅルウケ

こうさぎぽーん　❤
麦田 あつこ／文
森山 標子／絵

ブロンズ新社 Ｅモリヤ みたらみられた　★ たけがみ たえ／作 アリス館 Ｅタケガ

こけももむらのゆうびんやさん
よこた あきこ／ぶん
みなみ あきこ／え

岩崎書店 Ｅミナミ
みんなとおなじくできないよ
障がいのあるおとうととボクのはなし

湯浅 正太／作
石井 聖岳／絵

日本図書センター Ｅイシイ

すきなことにがてなこと
新井 洋行／作
嶽 まいこ／絵

くもん出版 Ｅダケマ めぐりめぐる
ジーニー・ベイカー／作
わだ すなお／訳

ポリフォニープレス Ｅベイカ

たぬきのおまじない　★
おおなり 修司／文
丸山 誠司／絵

絵本館 Ｅマルヤ
もぐらどろぼう
桂文我のまぬけなどろぼう

桂 文我／ぶん
ささめや ゆき／え

ＢＬ出版 Ｅササメ

た・ま・ご
ケビン・ヘンクス／作
中川 ひろたか／訳

光村教育図書 Ｅヘンク もふもふちゃん　❤ ひらぎ みつえ／作 岩崎書店 Ｅヒラギ

ちがうかな?ヘンかな?　★
楊 思帆／文・絵
中 由美子／訳

樹立社 Ｅヤンス よるがやってくる　★ 下田 昌克／作 こぐま社 Ｅシモダ

地球のことをおしえてあげる
ソフィー・ブラッコール／作・絵
横山 和江／訳

鈴木出版 Ｅブラツ リアスのうみべ　さんてつがゆく
宇部 京子／作
さいとう ゆきこ／絵

岩崎書店 Ｅサイト

★：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

新 刊 絵 本 ピ ッ ク ア ッ プ

子どもライブラリー児童書情報紙

第１７号（２０２１年７月）

『るーくんのベッド』 （Ｅ ハセガ）
はせがわ さとみ／作 アリス館

「ぼく、まだ、ねむたくないよ。」るーくんがベッドか

らぬけだすと、かわりにベッドにとびこんできたのは、

おもちゃのかいじゅう。つみき、クレヨン、ノート…とふ

えて、いつのまにかベッドは満員に。子どもの気持

ちに寄り添った、おやすみ前にぴったりの絵本です。

『おすしやさんにいらっしゃい!

生きものが食べものになるまで』 （Ｅ エンド）
おかだ だいすけ／文 遠藤 宏／写真 岩崎書店

魚はどんなふうにおすしになるのかな？ 目の

前でおすし屋さんがさばきます。おすしをおいしく

作れるのは、魚のことをよく知っているから！

魚の形に合わせた切り方、おいしく食べる工夫

も見せてくれます。読むとおすしが食べたくなる

こと間違いなし。

『みえないこいぬぽっち』 （Ｅ ガグワ）
ワンダ・ガアグ／作 こみや ゆう／訳 好学社

昔、子犬の三兄弟が仲良く暮らしていました。しか

し三番目のぽっちの姿は、誰も見ることが出来ませ

ん。そんな中、子どもたちがお兄ちゃん二匹を家に

連れて帰ってしまいました。置いてきぼりにされて

困ったぽっちが唱えた、魔法の呪文とは。

【編集】
子どもライブラリー

☎５２６－４２００

【発行】
福島市立図書館

☎５３１－６５５１

ぜひお役立て

ください♪

身近にあるペットボトルを使って虫の観察や飼育

に挑戦してみましょう。虫ごとに違う飼育方法や観

察ポイントなどが写真付きでわかりやすく紹介され

ています。夏休みの自由研究にもピッタリな一冊で

す。

『ペットボトルで育てよう むし
虫かごなしでかんたん! アゲハチョウ・カブトムシほか』

（Ｂ４８ タニモ）

谷本 雄治／著 星 輝行／写真 汐文社

『くもとり山のイノシシびょういん ７つのおはなし 』
（Ｙ９１３ カコサ）

かこ さとし／文・絵 なかじま かめい／絵 福音館書店

くもとり山にあるイノシシびょういんには、病気やケ
ガを治してもらおうとたくさんの虫や動物たちがやっ
てきます。腕のいいお医者さんのイノシシ先生は優
しく、時にはあっと驚く方法で動物たちを治療します。

かこさとしさんと孫のなかじまかめいさんが挿絵を
合作した幼年童話です。
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