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絵え を描か いてくれたのは   たかはし　ひとは　ちゃん！

（４ねんせい）

2019 年

２ 月号

おともだちが描か いた絵え の本ほんは

『かいけつゾロリ
　　たべるぜ ! 大ぐいせんしゅけん』

　1 週間ろくなものも食べられず、
ガリガリのやせっぽっちで旅を続けて
いたゾロリたちが、 テレビの大食い
選手権に出場することになった。 極
太うどんにようかん、 松阪牛ステー
キ…。 優勝は誰の手に ?



※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
　お赤飯、お汁粉、よもぎだんご、かしわもち…。

なぜ、おめでたい席や色々な行事で、あずきを食

べるのかな? あずきの生長を見ていきながら、そ

の赤い色に込められた思いに迫ります。　　　　

　『かがくのとも』（福音館書店）から生まれた絵本。

えほん

『あかまるいくつ？』

荒井 真紀／作　

『どこが ながいか わかる？』

スギヤ マカナヨ／著

『さぁ、てをだして』

おすすめの本

平田 昌広／作，平田 景／絵

　魚が大好きな女の子、さかな

ちゃん。魚の知識や食べ方を競う

大会「さかなくいおうけっていせ

ん」に、さかなちゃんと愉快なさか

なくいたちが参加して…。はたし

て、「さかなくいおう」に輝くのは

だれ?

『あ ず き』

みやにし たつや／作絵　

　キリン、ゾウ、ヘビ、ネズミ、クラゲ、

カメレオン。どこが長いかわかる? 

ページをめくって、確かめてみよう! 

　くり返しと、ラストの意外性が楽し

い縦開き絵本。

はた こうしろう/絵
『ゆ　き』

『さかなちゃん』

　ママのポケットから、外へ飛び出し

たカンガルーの子。ピョンピョン、2回

はねると、ハチと出会いました。ジョー

イはあわててママのポケットに飛びこ

みます。だけどすぐにまた…。

　子どものチャレンジを応援する絵本。

　「♪ゆきやこんこ、あられやこんこ。ふっ

てはふっては、ずんずんつもる。やまも

のはらもわたぼうしかぶり、かれきのこ

らずはながさく-。」雪が降ると口ずさみ

たくなる「ゆき」の歌♪の絵本。

　さぁ、てをだして。

とびきりあまい、大きいりんごをあげま

しょう。　特別すてきな花束も・・・。

　手であそべる参加型絵本。

『 しましま 』 森山 京／脚本，松成 真理子／絵

（かがくのとも絵本）

『ママー、ポケット！』
デヴィッド・エズラ・シュタイン／作，ふしみ みさを／訳 

　遠くに住んでいるねずみのおばあちゃんが、青と赤の毛糸でチョッキ

を編んでくれます。兄さんは「ぼくは青」、姉さんは「わたしは赤」と言い

ます。弟のチロは、自分のチョッキを編んでもらえるか心配になり…。
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　「あかいろはどれ?」「まるはいくつ?」

「ねているのはどっち?」などの問いかけ

しながら楽しめる‘’考える力”がぐんぐ

ん育つ絵本。

　しみず だいすけ／作 
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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 ※目安です。

『ハンナとシュガー』

ケイト・ベアビー／文　中井貴恵／訳　

　友だちの家の犬シュガーが苦手な女の

子。ある日、シュガーがいなくなってし

まった。みんなでシュガーをさがすが、

見つからない。夜、女の子がシュガーを

心配していると、クンクンクンと庭の方

から音がして…。

　 「畑にいたころがなつかしいなあー!」

「いや〜、海のなかは最高でしたぜ!」…。

だしぶろにつかったおでんたちの自慢

合戦はエスカレートしていき・・・。

　あったかくておいしそうで、味わい

いっぱいのユーモア絵本。

　そりから落ち、雪にうもれた赤ん坊

のひとみの中に、星のひかりが宿った。

農夫に拾われた赤ん坊は、「星のひと

み」と呼ばれて…。

　フィンランドの大自然を舞台に、

神秘的な力を描いた美しい物語。

　きのこの子どもたちを病から救うた

め、ほしじいたけとほしばあたけは、薬づ

くりの名人、きのこせんにんのところへ

向かうのですが…。長老きのこの知恵と

勇気がつまった、驚きがいっぱいの楽し

いきのこ絵本シリーズ最新刊。

犬飼 由美恵／文，出口 かずみ／絵

石川 基子／作石井 睦美／文，あべ 弘士／絵

まつ つむぎ／さく，園 りんご／え

　新井 洋行／作

　宝井 琴調/文，ささめや ゆき/絵

『100 ねんたったら』

『にぎやかな おでん』

『90 さいのキヨさん』

『ほしじいたけ　ほしばあたけ』

『子どもつなひき騒動』

　一人暮らしのキヨさんは90歳。転ん

で足を骨折してから、外に出かけること

はなくなった。そんな様子を気にしたぼ

くは、夏休みにキヨさんの家を訪ね…。

　世代を超えた触れ合いの大切を伝え

る絵本。

　語りつがれた人情味あふれる講談の名作を

絵本で楽しめるシリーズです。

　ずっと昔、ライオンが広い草原にひと

りっきりで住んでいた。ある日、飛べなく

なった一羽の鳥が草原におりたち、いっ

しょに過ごすようになるが…。ライオン

と鳥がたどる、はるかな時と巡る命を描

いた、せつなく壮大な物語。

『星のひとみ』
せな けいこ／絵，石井 睦美／文，サカリアス・トペリウス／原作

こう　　だん　　

講談絵本

『徂徠どうふ  』『三方一両損』

シリーズ

『もももすももも』

　「なまむぎなまごめなまたまご」など

定番から、ちょっとアレンジしたものま

で、キュートな「すもも」といっしょにい

ろんな早口言葉に挑戦してみよう! 

上手にかまずに読めるかな?
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じょうず　　　　　　　　　　　よ

はたけ

さいこう

じまん

がっせん

あじ

ひとり　ぐ ころ
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ものがたり

『 つっきーとカーコのけんか 』
おくはら ゆめ／作

100 回けんかしても、100 回なか

なおりしよう。ねこのつっきーとか

らすのカーコは、赤ちゃんのときか

らいっしょの友だち。カーコとつっ

きーが、どんぐりをひろいをはじめ

ると…。

『かいけつゾロリ
ロボット大さくせん』

『 風と行く者　守り人外伝 』

上橋 菜穂子／作　佐竹 美保／絵

「天と地の守り人」後のバルサを過去の回想を

交えて描く、「守り人」シリーズ外伝。少女時

代のバルサとジグロの旅が現在のバルサの旅

と交わり、ゆたかな物語が立ちあがる。

今月のおすすめ本

原 ゆたか／さく・え

『らくだい記者と白雪のドレス』
あんびる やすこ／著

ファッション記
者 な の に、オ
シャレは時間の
むだだという魔
女ジュルナ。服
のお直しにきた
のですが…。

『エレベーターの

　　ふしぎなボタン』

加藤 直子／作
杉田 比呂美／絵

筒井 ともみ／さく
ヨシタケ シンスケ／え

『たまねぎとはちみつ』
瀧羽 麻子／作　今日 マチ子／絵

内気で素直な千春は小学 5 年生。

ふとしたことで修理屋のおじさんと

知り合うが、そのお店には同じクラ

スの俊太もいて…。3 人の特別な 1

年の物語。

『オリンピックのおばけずかん
 ビヨヨンぼう』

斉藤 洋／作
宮本 えつよし／絵

4 年に一度のオ

リンピックにも、

なんと、おばけ

が ! でもこのお

話を読めば…。

『受取人、不在につき』

赤川 次郎／著

『グレッグのダメ日記
　　さすがに、へとへとだよ』

『いいね ! 』

ジェフ・キニー／作
中井 はるの／訳

『暗号クラブ 14 』

ペニー・ワーナー／著
番 由美子／訳

ヒョーゴノスケ／絵

『シロクマが空からやってきた !』

マリア・ファラー／作
ダニエル・リエリー／絵

杉本 詠美／訳

『ラストで君は「まさか !」と言う』

PHP研究所／編

3 分でおもし
ろいほどサク
サ ク 読 め る、
どんでん返し
のショートス
トーリー集。

ゾンビの呪いに気をつけろ !

↑ハードカバー版

軽装版→

『怪盗アルセーヌ・ルパン』
・あやしい旅行者　・少女オルスタンスの冒険
・王妃の首かざり　・813 にかくされたなぞ

3 分間ノンストップショートストーリー

モーリス・ルブラン／作　二階堂 黎人／編著　清瀬 のどか／絵

『名探偵シャーロック・ホームズ』
・なぞの赤毛クラブ　　　・おどる人形の暗号
・ホームズ最後の事件 !?　・バスカビルの魔犬

コナン・ドイル／作　芦辺 拓／編著　城咲 綾／絵

・恐怖の手紙　・恋の手紙

なんでも魔女商会　26



日本人初のオリンピアン・日本マラソンの父 科学漫画サバイバルシリーズ　63

わたしたちの体のなかに、“臓器同士が情報

をやりとりする巨大なネットワーク”があ

ることをまんがで紹介。

べんきょう

『ジュニア空想科学読本  15 』
柳田 理科雄／著

きっか／絵

大谷 じろう／まんが
水野 光博／シナリオ

『ぼくらの災害サバイバルBOOK』

ストックホルム、アントワープ、パリ…。

3 度のオリンピック出場のみならず、さ

まざまなちょうせんを続け、のちに日本

マラソンの父とたたえられた金栗四三の

人生をまんがでたどる。

『AI のサバイバル 2  生き残り作戦』

国崎 信江／監修
主婦の友社／編

ゴムドリ co. ／文　韓 賢東／絵
HANA Press Inc. ／訳

人工知能ロボットとのたいけつに勝ち、

AI テーマパークにもどれるとよろこぶ

ジオたち。しかしバーチャルシティとい

うまちにとじこめられてしまい…。

『しつもん ! ドラえもん　教えて ! スポーツ編』
藤子・F・不二雄キャラクター／原作

朝日新聞社／監修

オリジナルまんが入りでテーマ別に

まとめた Q&A ブック。オリンピッ

クの文化やれきし、いろいろなきょ

うぎについてしょうかい。

中川 裕／監修

古くから北海道や千島列島などに暮らし

てきた日本の先住民族、アイヌ民族。衣服、

行事、言葉、音楽・踊りなど、アイヌ民

族の暮らしから文化、歴史まで、わかり

やすく紹介しています。

『旬ってなに ?  春 』

本多 京子／監修

『クジラのおなかから
プラスチック』保坂 直紀／著

「旬」と は、生 の 食

材がたくさんとれ

て、もっともおいし

くなる時期のこと。

春の旬が出回る時

期・産地なども紹介。

2050 年に海の魚
の重量を上回ると
もいわれているプ
ラスチックごみ。
その実態は ?  海
洋プラスチックご
み問題の最前線を
伝える。

防災の知識を、

クイズとイラ

ストでわかり

やすく伝える。

アニメやまんがの
げんしょうを科学
的にけんしょうす
る。オドロキのこ
たえがいっぱいの、
とってもわらえる
理科の本。

『親子で楽しく「ぬう」と「あむ」』

基本のぬい方とあ
み 方 だ け で で き
る、かわいい手作
りの作品を紹介。

『地球なんでも大図鑑』

文化、歴史、科学など、250 のテーマ

をしゅうろくした図鑑。各ページに、つ

ながりのあるわだいが読めるページがけ

いさいされているので、たくさんのモノ・

コトにきょうみが広がります。

くまだ まり／監修
GON‐YA ／監修

主婦の友社／編

DK 社／編　小寺 敦子／訳　瀧口 和代／訳　小島 純子／訳

『人体～神秘の巨大ネットワーク～ 2 』

NHK スペシャル「人体」取材班／原作
講談社／編

浅井 しんご／漫画

『金栗四三』
かなくり し  そう

くうそうかがくどくほん さいがい

まんがも読める学べる Q&A ブック 楽しい調べ学習シリーズ

『アイヌ文化の大研究』

脂肪・筋肉・骨のひみつ !

漫画でよめる !NHK スペシャル

ヘアアクセサリー、バッグ、指人形、
マフラーがかんたんに作れる !

「地震」「水害」…もしもにそなえる !

エーアイ
い のこ さくせん

へんおし

つながる百科
ちきゅう だいずかん

歴史、暮らし、言葉を知ろう

しゅん

季節の食べもの



絵本がだいすきなおともだちに登場していただき、絵本や図書館のことを
お話しいただくコーナーです。 (コーナー参加者募集中！)

★　お子さんに赤ちゃんの頃に読んであげた思い出の絵本は？

★ 現在のお子さんのお気に入りの絵本は？

 
 

　tupera tupera／さく

さくら　ももこ／原作

『やさいさん』

薄田　亜季 ちゃん ★　姉妹で、親子で、絵本を楽しんでいらっしゃる様子、微笑ましいですね。
ゆったり楽しい♪絵本体験を重ねていってもえたら嬉しいです。
余裕ができたら、ぜひ親子で図書館へ！お待ちしております。（図書館）

すすきだ　    あ  き　　　　　
　

　ちびまる子ちゃんは、私の小さな時から
ある本であり、現在も人気の絵本です。思わ
ず私も一緒に楽しんで読んでいます。
　幼稚園でひらがなを覚えてきては、少しず
つですが、自分１人で声を出して読んでいま
す。　他のシリーズも気になるところです。

今月のおともだち

（5 才）

『ちびまる子ちゃん』
～まる子とスズメのチュン太の巻

もう少し、下の子供が大きくなったら、たくさん利用したいです。
１人目の時は、何度か利用させていただいてのですが、なかなか行けず、
今に至ります。　　（お母さんより）

 
 

　この本は、１才の誕生日に私の姉が
プレゼントしてくれました。
　野菜の頭の葉っぱが登場して、めくると
その葉っぱの野菜が登場します。途中で、
もぐらさんが出てくるシーンがあるのです
が、このページは、妹も大好きで、２人で
楽しそうに読んでいます。同じシリーズの
　『くだものさん』も大好きです。

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

じどうしょ　　へきめん　　てんじ　　　　　　　　　　　　　　てんじ　ちゅう

け　い　と　だ　ま

　ゆき　　うえ　　　　お　　　　　　　　　　てぶくろ

　　す　

けっさく　えほん

　みんわ　　　　　　　　　　　えが

　えき　　おと　　　もの　ばこ　　　　　　　　　　　　　かたほう

　　お　　　　　　　　　　てぶくろ

　かれ　　　　　　　　　　　　　うんめい

　ま

ゆめみ

てぶくろ

　雪の上に落ちていた手袋にネズミ

が住みこみました。そこへ、カエル

やウサギやキツネが次つぎやってき

て…。ウクライナ民話をもとに描か

れた傑作絵本です。

　津田 直美／著 

『セーターになりたかった

　　毛糸玉』

【児童書壁面展示コーナーで展示中】

特　集！

『カタッポ』『てぶくろ』

　セーターになることを夢見ていた

赤い毛糸玉。やがて、セーターでは

ないけれど、とてもかわいい手袋に

なることができたのですが… 

大原 悦子／文，山村 浩二／絵 

（３ ・ ４才～向け）

エウゲーニー・M・ラチョフ／え，
うちだ りさこ／やく 

（３ ・ ４才～向け）

（１月～３月）
　　　いっぱい！

　ウクライナ民話

（小学校低学年～向け）

（こどものとも 694 号）

　駅の落し物箱をぬけだした片方

だけ落とされた手袋〝カタッポ〟

たち。　さて、彼らにどんな運命

が待っているのでしょうか？　

　　　の  本
て ぶ く ろて ぶ く ろ　　

　が



や
った
ね！

や
った
ね！

予期せぬ事故で、
虐待で、自殺で、
失われてきた子ど
もたちの命、年間
800人以上。司法・
行政解剖を分析す
るとともに、遺族
の証言から予防策
を考える。

『カミキィの季節のおりがみ』
『「小さないのち」を守る』

お父さん、お母さんへおすすめの本

朝日新聞取材班／著
ひな人形の置きか
ざり、ちょうちょ
のはし置き、クリ
スマスリース…。
「飾って」「使って」
「贈って」楽しい
季節ごとのおりが
み作品を紹介。

カミキィ／著

『ニッポンのゲレンデ 2019』

全国のスキー場を
8 つのエリアに分
け、ゲレンデデー
タや利用ガイド、
パノラママップ等
で特徴を紹介。家
族で行きたいゲレ
ンデ 10選も掲載。

実業之日本社／出版

読書通帳　１冊目を達成！
どくしょ　つうちょう　　　　　さつ　め　　　　　たっせい

たっせい しょうかい

どくしょつうちょう

1１月～１月の間に読書通帳１冊目（216 冊）を

達成したお友だちを紹介します！

さつめ

飾る・使う・贈る

これからも図書館や学校の図書室で、 お気に入りの本をたくさん読んでくださいね。

おめ
でとう

！

おめ
でとう

！

事故、虐待、いじめ…
証言から学ぶ予防と対策

北海道/東北/関越/上信越/白馬
中央/中京・北陸/関西以西

むらもと みき

村本 樹くん（小４）
かがわ ゆずね

賀川 柚音ちゃん（小４）
いしやま あやな

石山 絢菜ちゃん（小１）
すがわら ゆうか

菅原 悠華ちゃん（小６）
かたおか りん

片岡　凛ちゃん
（小６）

２冊目達成！

（432 冊）

おめでとう

２冊目達成！

（432 冊）

おめでとう

５年生

諏訪　華蓮さん

松頭　七海さん

土岐　歩未さん

坂田　瑚波さん

６年生

松田　天祢さん

　12 月 1日（土）のおはなしころりんスペシャルで、５・６

年生 5 名が「長ぐつをはいたねこ」の人形劇公演をしました。

とても楽しく演じてくれて、おはなし会にきていた子たちも

夢中で見ていました。1 月には保育園、ハーブガーデンでも

公演をしました。

　　　　　　　　　人形劇に参加してくれたみなさん、ありがとう！
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新十津川町図書館 新十津川町字中央５３５-１
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※くわしくはチラシをごらんください。

1４日（木）14日（木）

２月２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】

ごご

放課後放課後

特別行事特別行事

手作り講習会
３/３ （日）

（申込み制）　ステンドクラスでつくる
ウィンドウペンダント

２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

ギャラリー展示

午後 2：00～3：00おはなしころりん

２日（土）・1６日（土）　２日（土）・1６日（土）

絵本の読み聞かせとやさしい工作の時間

Ｈ29 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。

ぎ

ょ

う

じ

手作り作品 展

今
月
の
行
事

本から生まれた

手芸 ・ 工芸 ・ 木工など、みなさんの

手作り作品を参考にした本と一緒に

に展示します。　すてきな作品の数々

を、どうぞご覧ください。

おはなしタイム
小学生向（む）けのおはなし会だよ！

６日（水）・13日（水）・20日（水）・27日（水）6日（水）・13日（水）・20日（水）・27日（水）

１

　　平成 31 年度　

　図書館ギャラリー

出展者募集！

ステンドグラス作家を講師に迎え、

ウィンドウペンダントを作ります。

キラキラとしたすてきな作品を

作ってみませんか？

　　　　　　　　　　講師 ： 吉成洋子氏

午後 １：３0～3：３0
材料費：1000 円～

定員：20 名

対象：小学生～おとな

（低学年は保護者同伴）

図書館ギャラリーで、絵画、写真、

工芸、手芸品など、個人でお仲間

で、作品展を開きませんか？

日程や期間などは、相談の上

決定します。

お気軽にご相談ください。　

おはなしころりん

放課後
おはなしタイム

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

図書整理休館

２／１ （金） ～ 27 （水）

て　      づ く　　　　    さ く  　ひ ん 　　て ん

て　づく　　　こうしゅうかい

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

とくべつ　   ぎょうじ

放課後
おはなしタイム

申込〆切　　２／ 24 （日）

申込〆切　　２／ 22 （金）

お知らせ

図書館ギャラリー

もうしこみしめきり

もうしみ　しめきり

しゅっ　てん　しゃ　　　ぼ　しゅう


