
『しずかな魔女』
（Ｙ９１３ イチカ）

市川 朔久子／作 岩崎書店

小さなごみとまちがえてしまいそうなきみは誰？

ぼくはハエトリグモ。他のクモのように罠を仕掛けて

待つのは好みじゃないんだ。自慢の特大ジャンプで

獲物を捕らえるハンターさ！

身近だけれど意外と知らない、ハエトリグモの

世界をのぞいてみよう。
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ぜひお役立て

ください♪

不登校で、毎日図書館通いを続ける中学生、瀬尾

草子。ある日、司書の深津さんという女性から、「静

かな子は魔女に向いてる」という言葉をもらいます。

この言葉が出てくる本が読みたい！しかし深津さん

から渡されたのは本ではなく、白い紙の束でした⋯ 。

周りと上手く向き合うことができない少女の、ひと夏

の成長物語。

『ハエトリグモ ちいさなハンター』
（Ｂ４８ サカモ）

新 刊 絵 本 ピ ッ ク ア ッ プ

『はるとあき 』 （Ｅ ヨシダ）

斉藤 倫／作 うきまる／作 吉田 尚令／絵
小学館

春夏秋冬。春と秋は隣り合わない季節。春が
「秋ってどんな季節なんだろう？」と思ったことを
きっかけに、春と秋の文通が始まります。互いの季
節を知り、会ってみたい気持ちが募りますが、会う
ことは叶いません。そんなとき、冬が春にそっと言
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『ナマコ天国』 （Ｅ コシダ）

本川 達雄／作 こしだ ミカ／絵
偕成社

目も耳も鼻もない！ おまけに脳も心臓もない!
それが海の生き物、ナマコです。ないないづくしの
彼らは、一体どのような生活を送っているのでしょ
うか。不思議で魅力的なナマコワールドをご堪能
ください。

『みらいのえんそく 』 （Ｅ ヘアジ）

ジョン・ヘア／作 椎名 かおる／文
あすなろ書房

月に遠足へいった子どもたち。ひとりの子がお
絵かきをしているうちに寝てしまいました。気づく
と周りには誰もいません。置いていかれたその子
は、仕方なくまたお絵かきをしていました。すると
そこにたくさんの宇宙人がやってきて…。



　　　★：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

ください。

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

アイアイ　❤
相田 裕美／詞
村上 康成／構成・絵

ひさかたチャイルド Ｅムラカ
ドラゴンのお医者さん
ジョーン・プロクター は虫類を愛した女性

パトリシア・バルデス／文
フェリシタ・サラ／絵
服部 理佳／訳

岩崎書店 Ｅサラフ

あまがえるのかくれんぼ
たての ひろし／作
かわしま はるこ／絵

世界文化社 Ｅカワシ 夏とおとうとと ふくだ いわお／作 光村教育図書 Ｅフクダ

いつかはぼくも　❤ よしだ るみ／さく・え 国土社 Ｅヨシダ なまえのないねこ 竹下 文子／文　町田 尚子／絵 小峰書店 Ｅマチダ

おーい、こちら灯台
ソフィー・ブラッコール／さく

山口 文生／やく 評論社 Ｅブラツ ねぇねぇあーそぼ　❤ 山本 直美／さく　山本 美希／え
エンブックス

メディアパル（発売）
Ｅヤマモ

おおかみさんいまなんじ?
中川 ひろたか／文
山村 浩二／絵

学研プラス Ｅヤマム ばらいろのかさ
アメリー・カロ／文

ジュヌヴィエーヴ・ゴドブー／絵

野坂 悦子／訳
福音館書店 Ｅゴドブ

おかいものなんだっけ? 宮野 聡子／作 講談社 Ｅミヤノ ひょうたんれっしゃ　★ 齋藤 槇／作 アリス館 Ｅサイト

おなかがすいたよジョーンズさん!
リチャード・スキャリー／さく
木坂 涼／やく

好学社 Ｅスキヤ
フシギなさかな
ヒメタツのひみつ

尾崎 たまき／写真・文 新日本出版社 Ｅオザキ

おばけおばけおばけ!!　★ おざわ よしひさ／作・絵 岩崎書店 Ｅオザワ まくらからくま　★ コジヤジコ／作　伊藤 彰剛／絵 岩崎書店 Ｅイトウ

かわうそモグ
小森 香折／文
長谷川 義史／絵

BL出版 Ｅハセガ まっくろけまっしろけ
マックス・アマート／さく・え
いけもと なおみ／やく

潮出版社 Ｅアマト

さんびきのおさる　❤ あべ けんじ／作 福音館書店 Ｅアベケ まほうのさんぽみち ロビン・ショー／さく　せな あいこ／やく 評論社 Ｅシヨロ

そうめんソータロー 岡田 よしたか／作・絵 ポプラ社 Ｅオカダ
みず
のぞいてみようしぜんかがく

日本地下水学会市民コミュニケーショ ン委員会／監修

てづか あけみ／え・ぶん
パイ イ ンターナショ ナル Ｅテズカ

たいよう
1 ,000おくにひとつのたいせつなほし

ステイシー・マカナルティー／原作

スティービー・ルイス／絵

千葉 茂樹／訳　渡部 潤一／監修
小学館 Ｅルイス

ミツバチだいすき
ぼくのおじさんはようほう家

藤原 由美子／文　安井 寿磨子／絵 福音館書店 Ｅヤスイ

だっぴ!　★ 北村 直子／作 こぐま社 Ｅキタム もしもだるまにであったら 山田 マチ／作　福島 モンタ／絵 あかね書房 Ｅフクシ

だーれだ?　❤
ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵
たけうち としえ／訳

パイ イ ンターナショ ナル Ｅヘネヒ やんばるの少年 たじま ゆきひこ／作 童心社 Ｅタジマ

どたんばたんおるすばん　★ 松田 奈那子／作 あかね書房 Ｅマツダ ゆりかごのうた　❤ 北原 白秋／詩　高見 八重子／絵 ひさかたチャイルド Ｅタカミ

ドーナツのあなのはなし
パット・ミラー／文

ヴィンセント・X.キルシュ／絵

金原 瑞人／訳

廣済堂あかつき Ｅキルシ 夜のあいだに
テリー・ファン／作　エリック・ファン／作
原田 勝／訳 ゴブリン書房 Ｅフアン


