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『よこしまくんとピンクちゃん』

みえっぱりでへそまがり、 だけど

にくめない　よこしまくんが、 仲良し

のピンクちゃんと過ごすお休みの日。

　横しまのシャツを着たフェレットのよ

こしまくんの絵本です。 

ぶっくなび

おともだちが描いた絵の本は

新十津川町字中央 535-1　TEL:0125-76-3746　FAX: 0125-76-4641
しんとつかわちょう　あざちゅうおう

としょかん

( 小学２年生）

2018-2019年

絵を描いてくれたのは、

12 ／ 1 （土） ～ 25 （火）

ギャラリー展示

図書館ギャラリーに大きな

クリスマスツリーが出現！

クリスマスの絵本やお話なども

集めて展示・貸出しています。

「クリスマス絵本展」
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※あくまでも目安です。
 お子さんが喜んだその時
 が、一番ピッタリの年令です！

おすすめの年令マーク

えほん

『なくのはだーれ』

　なかい れい／え，けーたろう／ぶん

　にわとり、いぬ、からす…。いろいろな

動物（どうぶつ）や鳥（とり）の親子（お

やこ）がでてきて、赤ちゃんはお母さん

のまねをしています。どんなおはなしを

しているのかな？ 親子で楽しく想像（そ

うぞう）して楽しめる絵本です。

『まんまちゃんの ボールがポン！』

ステラ・バゴット／作，やまぐち りりこ／訳

『みんなだいすきクリスマス』

おすすめの本

　なかよしのマールとシロは、どこに行

くにも何をするにもいっしょ。けれども

ある日、すれちがいがはじまります。2

人は氷（こおり）の湖（みずうみ）に出

かけたのですが…。札幌円山に住むかわ

いいおばけ「おばけのマール」の絵本。

and EIGHT／さく 

　はやくおとなになりたいな-。ライ
オン、おたまじゃくし、ひよこ…。いろ
いろな動物の子どもがでてくるページ
を上や横（よこ）に広（ひろ）げると、
おとなになった姿があらわれる楽しい
しかけ絵本。

『おばけのマールとしろ  』

中川 ひろたか／作，長野 ヒデ子／絵 
いのうえ ようすけ／作・絵 

 まんまちゃんと、友だちのかんなちゃ

んが、ボールあそびをしていました。

すると、とりそこねたボールが、ポンポ

ンポンと坂（さか）を転（ころ）がり、水

の中へ、ジャッブーン! さて、ボールは

どこにたどり着（つ）いたのでしょう?

刀根 里衣／著 『ぼくのばしょなのに』

『どんどんばし わたれ』『 いきもの　おとなになったら？』

　どんどんばしわたれ、さあわたれ。

こんこがでるぞ、さあわたれ…。

リズムが心地（ここち）よい　「門（もん）

くぐり」の わらべうた絵本。

　スライドのしかけを指（ゆび）で動（うご）

かすと、ツリーの灯（あか）りが点滅（てん

めつ）したり、えんとつからサンタさんが

顔（かお）を出したり…。

　クリスマスにぴったりのしかけ絵本。

こばやし えみこ／案，
ましま せつこ／絵 
　

とね　　さとえ

（あかちゃんからあそべるしかけえほん）

『ぼくたちのプレゼントはどこ？』
リチャード・スキャリー／さく，
木坂 涼／やく 

『くすのきだんちのおきゃくさん』

　クリスマスの朝、早起(はやお）きした

2ひきのねずみたちは、サンタさんが置い

（お）いていったたくさんのプレゼントを

のぞきこみはじめ…。クリスマスのわくわ

く感（かん）がつまった絵本。

　1年のさいごの日。くすのきだんちの管
理人（かんりにん）のもぐら・もぐ宛（あ）
てに手紙（てがみ）がとどきました。だれ
かが1週間（しゅうかん）泊（と）めてほし
いというのです。もぐは気味悪（きみわる）
がりますが…。
　くすのきだんちシリーズ第8弾。

（はじめてのちいさなえほん）

（めくってなるほど!しかけえほん） （わらべうたえほん）

　ペンギンのククーは、パパとママのおなかの下が大の

お気に入り。　でも、その場所（ばしょ）が、生まれてき

たタマゴにうばわれてしまいます。　そこでククーは、

毛布（もうふ）にくるまって、タマゴに変身（へんしん）

しますが…。

　ペンギン親子（おやこ）の、ほのぼのとした愛情（あい

じょう）が伝（つた）わる絵本です。

　武鹿 悦子／作，末崎 茂樹／絵 



絵　本

５・６才・低学年から 中・高学年から

おすすめの年令マーク

『クリスマスだよ、デイビッド！』
デイビッド・シャノン／さく，
小川 仁央／やく 

　もうすぐクリスマス。いたずらっこの

デイビッドは、みんなから「だめよ!」と

言われてばかり。サンタさんからのメッ

セージには、「きみはわるいこだから、せ

きたんしかあげません」と書いてあった

のですが…。

　東京と北海道を結（むす）ぶ、新幹線

（しんかんせん）はやぶさ。

　速（はや）く走れる理由（りゆう）など、

鉄道（てつどう）の謎（なぞ）がわかる

楽しいシリーズ。

　雪がふってきました! 冬の間、キツネは
何（なに）をすればいいのでしょう? リス、
ウサギ、クマ。いろいろな動物（どうぶつ）
たちが教えてくれますが…。
　親からはなれて、ひとりぼっちではじめ
ての冬を迎（むか）える若（わか）ギツネ
を描いた絵本。

  未来に待っているのは、大変なことば

かり。それって本当? それしかないわけ

ないでしょう! 考え方ひとつで楽しい未

来が見えてくる! 

  未来に不安を抱えるすべての人におく

る、ヨシタケ式かんがえる絵本。

溝口 イタル／え 

セルゲイ・コズロフ／原作，
オリガ・ファジェーエヴァ絵，田中 友子／文 

かさい まり／さく，小泉 るみ子／え 

ヨシタケ シンスケ／著 

『キツネのはじめてのふゆ』 『びゅんびゅんはやい はやぶさごう  』

『ムカッ やきもちやいた』

『雪の花』

『それしかないわけ ないでしょう』

宮沢 賢治／作，ミロコマチコ／絵 

  やきもちって、心の中で勝手（かって）に

生まれるくせもの！　今日、転校生（てんこ

うせい）がきた。わたしの仲良しのふうこ

ちゃんと、楽しそうに話してる。なんだか、

ムカッ。この気持ち、なんだろう…? 

  友だちとの関わりを考える絵本。

　。

　。

。

『鹿踊りのはじまり』

　大みそか、1年の最後の日、森の動物たち

は、もみの木を飾（かざ）り、新年を迎えます。

ところがクマくんが高い熱を出して苦しんで

いました。ハリネズミは、大切な友達を救う

ため、「雪の花」を探して冬の森にかけだし

ますが･･･。

『だいこんさん　おふろにはいる』
岡田 よしたか／さく

ゆき　　　　　はな　　　　　

マリオン・デーン・バウアー／作，
リチャード・ジョーンズ/絵，横山 和江/訳 

『ぼく、アーサー』
　井上 こみち／文，堀川 理万子／絵 

　鹿たちが、嘉十が忘れていった手ぬ

ぐいを中心に環（わ）になってぐるぐる

まわっていた。嘉十がそれをそっと見て

いると、耳がきいんと鳴り、鹿のことば

がきこえてきて…。

　宮沢賢治の名作童話絵本。

しし　おど

   訓練（くんれん）を受けて盲導犬（もう

どうけん）になったぼくは、ノリオさんに

あった。ノリオさんは、ぼくをゆっくりな

でてくれた。ぼくは、ノリオさんがいっぺ

んで好きになった…。

　盲導犬アーサーの一生を描いた絵本。

  今日は大根（だいこん）の兄弟（きょ

うだい）が、お料理（りょうり）して

もらう日です。「おふろにはいって、

きれいになろ」 大根の兄弟たちは、

お湯に入って、からだを洗って、歌を

歌います。すると、大きなブリがやっ

てきて・・・。ゆかいな絵本。

（ロシアのお話）

（でんしゃのひみつ）



ものがたり

『クリスマスのあかり』
　レンカ・ロジノフスカー／作

出久根 育／絵　木村 有子／訳

１年生になったばかりのフランタは、
クリスマスを楽しみに待っていた男の
子。クリスマスイブの日、奥さんのお
墓にそなえる花を盗まれてしまったお
じいさんを助けるために、勇気を振り
しぼり…。

『吟遊詩人ビードルの物語』

『ねこねこたんてい なぞときダヤン』

きむら ゆういち／作　いけだ あきこ／絵

ダヤンとジタンのねこねこコンビは、誘拐さ

れたジタンの妹バニラを救えるのか ? 迷路や

クイズ、パズルなど 15 のなぞとともに楽し

める物語。

今月のおすすめ本

『黒魔女さんの夏休み』

石崎 洋司／作
亜沙美／絵

読 者 が 考 え た
「夏休みあるあ
る」が満載の読
み切り 3 話。

J.K.ローリング／作
クリス・リデル／絵

松岡 佑子／訳

「ハリー・ポッター」に登場する魔

法界の童話集。うれしくなる話など、

趣のちがう全 5 話を、ダンブルド

ア教授の解説とともに収録。

『犬の車いす物語』

沢田 俊子／文

あんびる やすこ
／作・絵

『右手にミミズク』
蓼内 明子／作　nakaban／絵

小学校 6 年生のタケルは、いまだ

に右と左の区別がつかない。そのこ

とを友人に打ち明けたとき、転校生

の実里に聞かれてしまう。タケルの

右手に、実里はミミズクの絵を描い

てくれて…。

『ボクにできること』

めすこのしっぽ／文　あづさ／絵

ひつじぼくじょうのぼくようけ

んとして生まれながら、足にハ

ンデをおって、歩けないボク。

そこでボクは自分にできること

をさがし…。

『ジャンプ ! ジャンプ ! ジャンプ !!』

イノウエ ミホコ／作
またよし／絵

『母さんがどんなに
僕を嫌いでも  』

『魔女パールと幸運の 8 つの宝石』

歌川 たいじ／著
ののはら けい／絵

『ふしぎ駄菓子屋
銭天堂 10』

廣嶋 玲子／作
jyajya／絵

『車夫 3  雨晴れ』

　いとう みく／作

『明日のランチはきみと』
サラ・ウィークス／作

ギーター・ヴァラダラージャン／作
久保 陽子／訳

フレーベル館文学の森

チェコのイブのできごと

6 年 1 組
黒魔女さんが通る !!　06 　

ぎんゆうしじん

バニラをすくえ !!

ノベルズ・エクスプレス　43

ふたりの少年の

最低で最高な 1

週 間 を 描 い た、

爽快ストーリー。
そうかい

フレーベル館文学の森

ムーンヒルズ魔法宝石店  １



ずかん

べんきょう

『聴導犬こんちゃんが

　　　　　くれた勇気』
高橋 うらら／著

青山 剛昌／原作　戸谷 述夫／監修

小学生向けの国語辞典から、身につけ

ておきたい名詞、動詞、慣用句・こと

わざなどを 1000 語掲載。穴あきの

例文に当てはまることばを選択肢から

選んで学ぶ。「名探偵コナン」の一場

面を使った問題も出題する。

『運命がかわる !?
キラキラ☆ハッピー星座うらない』

『これがオリンピックだ』

ミズマチ ユミコ／著

舛本 直文／著

オリンピックが開催されるのは何の

ため ? 「平和の祭典」とよばれるの

はどうして ? オリンピック研究の第

一人者が、オリンピックとパラリン

ピックのすべての疑問に答える。

『5 回で折れる季節と行事のおりがみ  4  ふゆ』
いしかわ まりこ／作

たった 5 回のステップでできあが

り ! 季節と行事のおりがみの折り

方を、イラストで紹介します。4は、

てぶくろ、クリスマスツリー、か

がみもち、おになど、ふゆをイメー

ジした作品を収録。

八田 尚子／構成・文
野村 まり子／構成・絵

大竹 道茂／監修

おいしく栄養豊富で、エネルギー源に

もなるさつまいもは、荒れた土地でも

育つので、昔も今も、多くの人のいの

ちを救っています。さつまいもの歴史

や料理などを、紹介します。

『世界とつながる
みんなの宗教ずかん』

中村 圭志／監修

『天皇と元号の大研究』
高森 明勅／監修

身近な行事や習慣の

宗教的な由来・意味

を紹介し、世界の宗

教をイラストやマン

ガで解説。

日本国と国民統合
の象徴である「天
皇」。「天皇」と「元
号」について、た
くさんの写真や資
料とともにわかり
やすく解説。

性 格 や、み ん な と
の 相 性、未 来 が わ
かる星座うらない
の本。12 星座なん
でもランキングも。

耳の不自由な人
に、生活に必要
な音を報せる「聴
導犬」。聴導犬の
仕事や、訓練の
様子を描きます。

やさしいビギナー
機から、距離競技
日本一のヒコーキ
まで、おり方、よ
く飛ぶコツをわか
りやすく解説。

『ことわざキャラクター図鑑』

国崎 信江／監修

『防災・防犯シミュレーション  1 
  大地震そのときどうする ? 』

いろいろなことわざがキャラクター

になって登場。それぞれのことわざ

の意味や由来、使い方などを説明す

る。ためになる豆知識や、関係の深

いことわざのキャラクターも紹介。

自然災害や身近な危険について、シ

ミュレーションしながら学ぶ本。1

は、地震のときにどのように身を守

ればよいか、何に困るのかを、マン

ガを交えて解説する。

戸田 拓夫／著

深谷 圭助／監修
いとう みつる／イラスト

『名探偵コナンの 10 才までに覚えたい難しいことば 1000』

『距離型キッズおり紙ヒコーキ』

遠くまで飛ぶ 20 機
やさしいビギナー機から日本一飛ぶヒコーキまで

決定版　オリンピズムがわかる 100 の真実

見る知る考えるずかん

『まるごとさつまいも』
お きせつ ぎょうじ

めいたんてい おぼ むず

日本の歴史と伝統を知ろう

ちょうどうけん

ゆうき



「いのしし」のほん「いのしし」のほん「いのしし」のほん
特　集！

しょうがくせいばん

小学生版

本がだいすきなおともだちに登場してもらい、すきな本やおすすめの本を

しょうかいしてもらうコーナーです！

『怪談オウマガドキ学園 9 』
　猫（ねこ）と狐（きつね）の化け方教室

(コーナー参加者募集中！)

★ななみちゃんが好きな本は？　

★みんなにおすすめの本は？ 

那須田 淳／責任編集・作
okama／カバー絵 

常光 徹／責任編集
村田 桃香／絵
かとう くみこ／絵
山崎 克己／絵 

今月のおともだち

　この本は、こわくておもしろい怪
談がたくさんあり、とてもおもしろ
い本です。基本的に５分の話が多い
んですが１分などすぐよめる話があ
るのでオススメです。この本のシ
リーズはたくさんあるので、ぜひ見
てください。

　トイレの花子さん、オオカミ男、
人面犬などのようかいが出てくるお
話です。これもまた怪談なのですが、
こわいと言うよりおもしろいに近い
話です。怪談もおもしろいですが、
この本のと中の話もおもしろいです。
シリーズもたくさんあります！！

　「おはなしころりんクリスマススペシャル」の小学生人形劇にも出演してくれ

る七海ちゃん。これからも、いろいろな図書館の行事に参加してくださいね。

『笑い猫の５分間怪談 8 』
　悪夢の化け猫寿司

松頭　七海 ちゃん

（５年生）

しょうとう ななみ

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

いのしし父さんとうりぼ
うたちのごちそうさがし
のおけいこがはじまりま
す。いのしし一家の絵本。

藤吉じいさんと、孫の一
郎の前に大イノシシとこ
どものイノシシが飛び出
してきた。椋鳩中の絵本。

いのしし親子のふしぎな
関係や、みじかい足で山
をはしるかわいいすがた
を写真で紹介しています。

あなたは なに年？ 2019年はいのしし年！

国松 エリカ／著

『うりぼうのごちそうさがし』

前川 貴行／写真・文

『いのしし』

椋 鳩十／作　保立 葉菜／絵

『藤吉じいとイノシシ』



あそびに
きてね！

得キッズカード

50ポイント
とく

12 月１月の特別行事のお知らせ

『ママが楽になる
　　　絵本レシピ 31』

　子育ての悩みには
絵本が効く！絵本を
読むだけでお子さん
が素直になり、問題
が解決できる親子の
時間が豊かになる絵
本の読み聞かせ方法
を紹介。

 ほっこりとクリスマ
スモチーフを編ん
で み ま せ ん か ? 
オーナメント、 ドイ
リー ・ エジング &
ブ レ ー ド、 ウ ィ ン
ターアニマルの編
み方を紹介。

お父さん、お母さんへおすすめの本

ギャラリーコンサート♪

『はじめての手編み
 　クリスマス小物130 』

景山 聖子／著 Happy Christmas

くわしくは

チラシを

　みてね！

・
とくべつ　ぎょうじ　　　　　　　　し

なまえんそう

　　　　　

【出演】　樋口　可南子，大杉　蓮　ほか

しん   と   つ　かわ ちょう と しょ かん

お金はいらないよ

2018年

2018年

『
　～クリスマスの約束』

会場

ごぜん

あて

じょう　えい　かい

【出演】　ハローキティ , シナモン　ほか

てがみ　　とど

さんそんりゅうがく　　　き けいた　　　　げんき

あ

まり いっしょ　　　　　　しょうがっこう　　　む
ひぐち　　　　かなこ　　　　おおすぎ　　れん

ごぜん

ごご

ごご

やくそく

ビリーヴ 　イン　 クリスマス☆
『Believe  in  Christmas』

かれい

たの

こころ　　　　　　　　　ものがたりけん

ごご５時 15 分～ (予定）

子どもからおとなまで楽しめる、サックスやフルートなどの生演奏♪

図書館ギャラリー

2019 年

１／ 20（日）

おたのしみに！

『ぼくが子どものころ、
　ほしかった親になる。』

 優 し さ に つ い て、
孤独と友だちについ
て、 夢と仕事とお金
に つ い て、 生 と 死
について…。 余命
宣告を受けた 35 歳
の写真家が、 2 歳
の息子に伝えたい
大切な言葉を綴る。
ブログを書籍化。

幡野 広志／著 
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12/１3（木）・27(木)・1/10(木)・24(木)

12月12 月
日 月 火 水 木 金 土

【休館日】

火曜～土曜　10：00～18：00
　　　日曜　10：00～17：00

おはなしころりん ミニミニ 午前10：30～11：00

親子で楽しむ、赤ちゃん ・ 幼児向けのおはなし会

【開館時間】

年越し ・ 新春福袋！
どんな本がはいってるかは
あけてからのおたしみ！

年越し １２月２７日 （木）

新　春 1 月 8 日 ( 火） 放課後放課後

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22

23 24 ２5 ２6

午後 2：00～3：00おはなしころりん

１２/１5（土）・１/19(土)　

絵本の読み聞かせとやさしい工作の時間

Ｈ30 年度の開館カレンダーも館内にて配布しておりますので、ご利用ください。

おはなしタイム
小学生向（む）けのおはなし会だよ！

12/5（水）・12（水）・19（水）・1/16(水)・23(水)・30(水)

おはなしころりん
スペシャル！

放課後
おはなしタイム

放課後
おはなしタイム

おはなし
ころりんミニ

おはなしころりんミニ

おはなしころりん

図書整理休館

色のついている日が、 おやすみです。

あいている曜日と時間
かいかんじかん

きゅうかんび

ほうかご

ようび　じかん

放課後
おはなしタイム

15

２7 28 29
年末休館

日 月 火 水 木 金 土

5

6 7

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 26

２7 ２8 29

放課後
おはなしタイム

放課後
おはなしタイム

おはなし
ころりんミニ

おはなしころりん

おはなし
ころりんミニ

4

19

年始休館 1月１月

21 3

8 9 10 11 12

25

30
図書整理休館

31

冬休み映画会

冬休み映画会

今月・来月の行事１２月14日（金）～２７日（木）
ひとり２０さつ　３しゅうかんかりれます！

たくさん本をかりてね！

30 31年末休館

年始休館

放課後
おはなしタイム

新春ギャラリー
コンサート

新春福袋

年越し福袋


