
　なりゆき わかこ／作， いりやま さとし／絵

絵を描いてくれたのは、　さえき　ひなた ちゃん

ぶっくなび
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『そっといちどだけ』

　　強いきずなで結 （むす） ばれ、 長い間

いっしょに暮してきた盲導犬 （もうどうけ

ん） のステラと、 事故 （じこ） で目が見え

なくなったあかね。

　でも、 ステラは10歳になった頃からミス

をするようになり…。

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）

くわしくは、中のページをみてね！

３ 月号
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☆お知らせ☆

　

読書通帳を使ってみませんか？
どくしょつうちょう　　　　　つか

新十津川町図書館　こども向け図書館だより
しん　　と　　つ　　かわ　ちょう　　としょかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　  　　としょかん

え　　　　か

か　　　　　　　え　　　　ほん



※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

『ねえねえねえ わらってる?』

　こさかまさみ/文，山内彩子/絵 

　「ねえ ねえ ねえ わらってる？　おか

おを みせて　ねえ、みせて」

　顔をおおった手の向こうから、笑顔、

泣き顔、怒った顔、いろいろな表情が出

てくるリズミカルな言葉も楽しい絵本。

『パタンパ !』

ミカエル・エスコフィエ／作，マチュー・モデ／絵，
　　　　　　　　　　　　　石津 ちひろ／訳 

『かんぺきなこども』
今月の一冊

　小さな畑にたくさん実ったいちごを

「みなさん どうぞ」と気前よく分けてい

たねずみですが、気がつけば残ったいち

ごはたったひとつぶに！すると、家のド

アをトントントンとたたく音がして…。

　鎌田 歩/作・絵

　電気を遠くまで届ける送電線。

大きな鉄塔に支えられ、日本中に網目

のように広がる送電線の上で作業をす

る「ラインマン」たちの仕事を描く。　

パノラマページもあるよ。

『どうぞ どうぞ』

　　ひらい けんいち／さく，すぎはら けいたろう／え 
おのりえん／ぶん，なかじまかおり／え　

 　緑の葉っぱを見つけたよ。ひっくり返

すと、なにが見えるかな? 小さなかめ、

ハンバーグ…。型抜きページを「パタン」

とめくると、かくれていた絵が「パ!」と

あらわれる、楽しいしかけ絵本。

『できるかな ? しーしーおしっこ  』

『まめ と すみ と わら』『そらのうえのそうでんせん』

　そらまめに、なぜ黒いすじがついたのか、

知ってる? ある時、お鍋の中から飛び出し

たまめが、すみとわらと旅に出て…。

　まめとすみとわらを表情豊かに描いた

民話の絵本。

  おむつをはいた男の子のそばで、ねこ

さんやいぬさんが上手におまるを使って

います。男の子もみんなのまねをして、

おむつを脱いでおまるに座ってみまし

た。すると…。トイレトレーニングにぴっ

たりの絵本。

　マカロン夫妻の家に、ピエールというこどもがやっ

て来ることになりました。最初のうち、ピエールは「か

んぺきなこども」にみえたのですが…。

　「家族」について考えさせられる、フランスのユーモ

ア絵本。　親はドキッとさせられるかも？！

　せな けいこ／ぶん・え 

（こどものとも年少版　2019年３月号）

『プップクプードル』
ひだの　かな代／えとぶん　

『いただきますレストラン』
やまだ　なおと/作・絵　

　今日はコンサートの日。ピアノに
サックス、ベースにドラム。すてきな
音楽に、お客さんはおおよろこび。
みんな演奏がとっても上手だけれ
ど、トランペットのおじさんだけは
演奏がへたっぴ。でも、すごい特技
があって…!?

　海の底に、イカがやっているレストラ

ンがありました。オキアミやイワシ、ホ

キなど、おなかをすかせた魚たちが次々

やってきて食事を楽しみますが、食べ終

わっても、だれも出てきません。

　じつはそのレストランは…。

（こどものともｖ0.1.2　2019年３月号）

　いもと ようこ／作

ふさい

く

かぞく　　　　　　　　　　　　かんが

かお　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　えがお

おや

な　　かお　　おこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひょうじょう　　で

ことば　　たの　　　　　えほん

みどり　は　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえ

かたぬ

たの

じょうず　　　　　　　　　　　つか

ぬ　　　　　　　　　　　　　　　すわ

はたけ　　　　　　　　　　みの

きまえ　　　　　　わ

き　　　　　　　　　　のこ

おと

でんき　　とお　　　　　　　とど　　　　　そうでんせん

てっとう　　ささ　　　　　　　　　　　　　　　　　　あみめ

ひろ　　　　　　そうでんせん　　　　　さぎょう

しごと　　　えが

うみ　　そこ

しょくじ　　たの　　　　　　　　　　　　　　た　　　　お

くろ

し　　　　　　　　　　　　　　　とき　　　　なべ　　なか　　　　　と　　　　だ　　　

たび　　で

ひょうじょうゆた　　えが

みんわ



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

『おおかみのおなかのなかで』
マック・バーネット／文，ジョン・クラッセン／絵，

なかがわ ちひろ／訳 　(徳間書店）

　おおかみに食べられたねずみは、お

なかのなかで、あひると出会いました。

元の世界に戻りたくないという、あひ

る。ねずみはおおかみのお腹の中であ

ひると暮らすことに…。

　ユーモアあふれる絵本。

 　働き者のショベルカー、スティーブは、男の

子に「ショベルカーは土を食べていて汚い」と

言われ、働く気がなくなってしまいました。そ

してスティーブは、土以外のものを食べようと、

工事現場から脱け出し…。

　ふねの上のおうちで暮らしている女

の子。ある朝、キラキラの木の実がひと

つ、空から落ちてきた。少しずつ大きく

なる木の実を、女の子は抱きしめて寝

ていた。すると、ふねに木がはえて…。

 女の子が数学を勉強するなんて、とん

でもないことと言われていた時代。それ

でもソフィーは…。フェルマーの定理の

一部を最初に証明した数学者、ソフィー・

ジェルマンを、彼女の手紙や日記、歴史

家による著作をもとに描く。

　ジョージ・ウォルターズ／文　ロジャー・デュボアザン／絵，

　こみや ゆう／訳 　（好学社）

松田 もとこ／作，狩野 富貴子／絵　 （ポプラ社）

バリー・ウィッテンシュタイン／文，

クリス・スー／絵，こだま ともこ／訳 

『だいじょうぶじゃない』 『つちをほらなくなった
　　　　　スチームショベル』

『「いたいっ！」がうんだ大発明』

『金の鳥』

『数字はわたしのことば』

リン・フルトン／文，フェリシタ・サラ／絵，
さくま ゆみこ／訳 

　不器用なジョゼフィーンさんは、料理

の最中、指先を切ったり、やけどをしたり

で手は傷だらけ。包帯などを作る会社に

勤める夫のアールさんは、なんとかして

あげようと考えて…。誰でも自分で貼れ

る救急ばんそうこうの誕生物語。

  王に命じられて金の鳥をさがす旅に出た

3人の王子。途中で出会ったおじいさんの

忠告をきいた勇気ある末の王子は…。

  ブルガリアの幻想的なおはなし。 世界の

むかしばなし絵本シリーズ。

The story of the seed and the ship

『怪物があらわれた夜』

　ぼくのおばあちゃんは山の中でひとり

で野菜を作って暮らしてる。ところが、サ

ルが現れて畑を荒らし、野菜を持って

いってしまう。サルとたたかうおばあちゃ

ん。でも、おばあちゃんは、生き物は「お

たがいさま」だと言い…。

『木の実とふねのものがたり』

小林 由季／著 

やさい　　　つく　　　　　く　　　　　　　　

八百板 洋子／文，さかた きよこ／絵 

『ハウコラの森ものがたり』
　月埜 灯/作絵

　いろんな動物たちと人間が一緒に暮

らす街に住んでいるネズミのリチャー

ド。自分の生き方に疑問を抱いていたリ

チャードはある夜、動物たちが自分らし

く生き、そして助け合っている森、ハウ

コラの森へと辿り着き…。

く

だい　はつ　めい　　　　　　　　 き　　　　　　み

　い　　もの　　　　　

ぶ　き　よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょうり　　　　　　　

ブルガリアのむかしばなし

ぜったいにあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン 『フランケンシュタイン』 が生まれるまで

　命を与えられた怪物は、そのあとど

うなるの? 自作の怪談の読み比べをす

ることになった別荘の人々。その中の

1人、メアリーも怪談を書いてみようと

するが…。小説「フランケンシュタイン」

誕生の知られざる物語を描いた絵本。

あらわ　　　はたけ　　あ　　　　　　　やさい　　　も　　　　　

た　

で　あ　

もと　　　せかい　　 もど　

なか

　く

はたら　もの　　　　

　い　

きた　

　　　　き

お

だ　　　　　　　　　ね

　　　

さいちゅう　　ゆびさき　　　き　

きず　　　　　　　　　ほうたい　　　　　　　つく　　　　かいしゃ

つと　　　　　おっと

だれ　　　　　じぶん　　　　は

きゅうきゅう　　　　　　　　　　　　　　　たんじょう　ものがたり

こうじげんば　　　　　　　ぬ　

つち　いがい　　　　　　　　　た

おう　　めい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たび

とちゅう　　　であ

ちゅうこく　　　　　　　　ゆうき　　　　　すえ　　　おうじ

げんそうてき

きん　　　　　　とりもり

すうじ かいぶつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる

すうがく　　べんきょう

　じだい

いちぶ　　　さいしょ　　しょうめい　　　　すうがくしゃ

ていり

いのち　あた　　　　　　　　　かいぶつ

じさく　　　かいだん　　　よ　　　くら

べっそう

　　　　　　か

たんじょう　　し　　　　　　　　　ものがたり　　えが

どうぶつ　　　　　　　にんげん　　いっしょ　　　く

シェリル・バードー/文,バーバラ・マクリントック/絵 



ものがたり

『はらぺこペンギンのぼうけん』
　吉野 万理子／作　松成 真理子／絵

今泉 忠明／監修

こおりのだいちに生まれたフクフク

は、まいごになったり、カモメとた

たかったりしながら、せいちょうし

ていき…。「ペンギンのまめちしき」

ものっています。

『シュガー・ラッシュ
: オンライン』

『やぎこ先生いちねんせい』

ななもり さちこ／文　大島 妙子／絵

やぎやま小学校にやってきた、やぎこ先生。

きるふくにまよってちこくしたり、夏休みの

宿題をだしわすれたり…。やぎこ先生と、生

徒のこやぎたちのたのしいおはなしです。

今月のおすすめ本

『絶望鬼ごっこ 1 ～ 11』
針 とら／作　みもり／絵

１は、とざされ
た地獄小学校。
小 6 の大翔は
恐ろしい鬼に追
われることに。
心臓ドキドキの
学園ホラー。

KADOKAWA／出版

『ふたご探偵 ２ 』

ペニー・ワーナー／著
番 由美子／訳

ヒョーゴノスケ／絵

青山 剛昌／原作
水稀 しま／著

『ゆかいな床井くん』
戸森 しるこ／著

床井くんは、6 年生のクラスがえで、

最初に暦のとなりの席になった男の

子。ユーモアがあって、考え方のセ

ンスがよくて、ちょっと変わってい

て…。小学 6 年生の 4 月から卒業

までの 1 年間の物語。

『幸福の王子』
O.ワイルド／作　森山 京／文
石井 睦美／文　広瀬 弦／絵

まちのひろばに、うつくしい「幸福

の王子」のぞうが立っていた。いち

わのツバメがその足もとでねむろう

とすると、なみだがおちてきて…。

『火狩りの王 1  春ノ火 』

日向 理恵子／作
山田 章博／絵

『ハニーのために
　　できること』

『名探偵コナン

　　 紅の修学旅行』

楠 章子／作
松成 真理子／絵

『6年1組
黒魔女さんが通る!!  07
黒魔女さんの悪魔の証明』
石崎 洋司／作　亜沙美／絵
藤田 香／キャラクター原案

『ニセコイ』

古味 直志／原作
はの まきみ／著
小山 正太／脚本
杉原 憲明／脚本

『ぼくは本を
　　　読んでいる。』

ひこ・田中／著

どうぶつのかぞく ペンギン

消えた発明品の謎

ひ か

くれない しゅうがくりょこう

とこ い

こよみ はる ひ

『シュガー・ラッシュ
: オンライン』

スーザン・フランシス／作
橘高 弓枝／訳

ディズニーアニメ小説版角川アニメ絵本

ネットのうちが
わをえがくファ
ンタジー・アド
ベンチャー。

ゲームのキャ
ラ ク タ ー の
ヴァネロペと
ラルフがイン
ターネットの
せかいへ ! 

こうふく おうじ

「別に本が好き
でもない」男子・
ルカがひたすら
読書する、あり
そうでなかった
物語。



ずかん

べんきょう

『古代オリンピックへ
タイムワープ』

もとじろう／マンガ
チーム・ガリレオ／ストーリー

山口 正／監修

細島 雅代／写真　伊地知 英信／文

冬になると身のまわりやしぜんの

中で見かけるつらら。つららの知

られざるみりょくを、うつくしい

しゃしんとともに伝える。つらら

をつくるじっけんもしょうかい。

『昭和のお店屋さん』

『藤堂高虎』

藤川 智子／作

加来 耕三／企画・構成・監修
水谷 俊樹／原作　横山 仁／作画

秀吉や家康など 7 ど主君をかえ、おの

れの実力だけで伊勢津藩 32 万石の大

名に成り上がった戦国大名・藤堂高虎

の人生をマンガでわかりやすく描く。

『にぎっておいしいきほんのおにぎり』
寺西 恵里子／作

きほんの三角おにぎりから、まぜ

こみおにぎり、たきこみおにぎり、

やきおにぎり、デザインおにぎり、

スティックおにぎり、おにぎらず

まで、いろいろなおにぎりの作り

方を写真で紹介します。

野出 正和／著

身近な材料を使って、ピンポン玉や

ビー玉を転がして遊ぶ迷路をつくろ

う ! アレンジ迷路、紙皿迷路、2 階

建迷路などのつくり方を写真とイラ

ストで解説。

『星の旅人』 小前 亮／著 『ことばハンター』

飯間 浩明／著

行方知れずの父を探

すため、少年は伊能

隊と共に旅をする

…。伊能忠敬の足跡

を、少年の視点で描

く歴史読み物。

国語辞典をつく
るために、こと
ばを集め、説明
を書く。辞書を
つくる仕事につ
いてつづる。

昭和のはじめごろ、
日本はどんなよう
すだったのかな ?
ちょっとむかしの
お 店 屋 さ ん を、え
でくわしくしょう
かいしています。

世界史のちしきを盛
り込んだ、ドキドキ
ワ ク ワ ク の タ イ ム
ワープ歴史まんが。

長谷川ゆきさんは、
東日本大震災で家
庭文庫を開く夢を
あきらめかけた。
そんな彼女のもと
にしえんの絵本が
とどけられ…。

『未来をつかめ ! 平成ビジュアル図鑑 1 ～ 3 』
全国漢文教育学会／編

『知っておきたい教科書に出てくる故事成語』

平成時代の生活がどのよう

に発展してきたのか、ジャ

ンル別に分かりやすく紹介

されています。

昔の中国のできごとや、
伝えられていることが
らから生まれた「故事
成語」。意味や使い方を、
日常生活を例にあげて
わかりやすくかかれて
います。

堀米 薫／著

大江 近／総監修

『つらら みずとさむさとちきゅうのちから』

『うみべの文庫』

絵本がつなぐ物語

1  生きかたを考える言葉
2  学びを深める言葉
3  歴史から生まれた言葉

コミック版日本の歴史 67 戦国人物伝ふしぎいっぱい写真絵本

ほし たびびと

伊能忠敬と伝説の怪魚

『コロコロ迷路』
めいろ

国語辞典はこうつくる
ぶん こ

へいせいみらい

とう どう たか とら

ばん に ほん れき し せん ごく じん ぶつ でん

１こんなに変わった !みんなの学校
２こんなに変わった !みんなの生活
３こんなに変わった !47 都道府県

はってん

しょうかい

しょう わ みせ や

ひでよし いえやす しゅくん

じつりょく い せ つ はん まんごく だい

みょう な

じんせい えが

せんごくだいみょう

い のう ただ たか でん せつ かい ぎょ

こ じ せい ご



イングリッシュイングリッシュエンジョイエンジョイ

「Let’s Enjoy English」「Let’s Enjoy English」
特　集！

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

ハリーは、おふろがだい
きらいでした。ある日、
おふろにお湯をいれる音
がきこえてくると…。

いろやかずなど、おぼえ
やすい英語を楽しいイラ
ストで紹介。親子で一緒
に英語にしたしめる本。

おじいちゃんの部屋を掃
除していたら、「このあと
どうしちゃおう」と書か
れたノートが出てきて…。

えいご　を　たのしもう！

ジーン・ジオン／ぶん

マーガレット・ブロイ・グレアム／え

『Harry, the dirty dog』
（どろんこハリー）

ヨシタケ シンスケ／作

『What happens next?』
（このあとどうしちゃおう）

講談社／出版

『えいごえほん百科スタート』
はじめての小学校英語

レッツレッツ

【児童書展示コーナーで展示中】
　　　　　　　　（３月～４月）

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！

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １～ 10 巻』

(コーナー参加者募集中！)

★しおんくんが好きな本は？　

★みんなにおすすめの本は？ 
望月 恭子／構成
たまだ まさお／漫画 

廣嶋 玲子／作
jyajya／絵

今月のおともだち

　今までカツオブシやダシのひみつ

についてしりませんでしたが、この

本をよんでダシはやさいなどとみそ

しるに入れると、やさいぎらいの人

でもふつうにたべられます。

　この本の名前のとおりに、ぜにだ

けではらうだがしや。そこにあるお

かしなどはふつうのおかしなどでは

なく、なんとふしぎなおかしでした。

銭天堂は、１巻～ 10 巻までありま

す。おもしろいのでぜひみてみてく

ださい。

　いつも図書館を利用してくれている詩暖くん。中学校に行っても、いろ

いろな本をたくさん読んでくださいね。

『かつお節とだしのひみつ』

栗原　詩暖 くん

（６年生）

くりはら しおん



おめ
でとう！

図書館からのお知らせ

　一番かわいい時期
の子どもの笑顔がたく
さん見られる ! 0 歳〜
2 歳の年齢別に、 そ
の時期の代表的な特
徴 を マ ー ク に し て、
子どもの成長と発達
が実感できるあそび
を多数紹介する。

　溝が生じやすい構造
を持つステップファミ
リーにおける関係づく
りについて、国内外の
最新の研究の知見に
基づいた情報を提供。
「ふつう」 にとらわれす
ぎない家族づくりのヒ
ントを示す。

『ステップファミリーの
　きほんをまなぶ』

　妻が 「いつも不機
嫌」 「理由もなく怒り
出 す」 「突 然 10 年
前のことを蒸し返す」
のはなぜ ? 脳科学
の立場から女性脳の
仕 組 み を 前 提 に、
妻の不機嫌や怒りの
理由を解説し、 夫側
からの対策を指南。

黒川 伊保子／編著

お父さん、お母さんへおすすめの本

『心と体がのびのび育つ

０～２歳児のあそび図鑑』
波多野 名奈／監修， モチコ／イラスト

としょかん　　　　　　　　　　　　　し

『妻のトリセツ』

SAJ ／編， 野沢 慎司／編

～離婚・再婚と子どもたち

やっ
たね！

やっ
たね！

どく　　しょ　　つう　　ちょう  　　　　　　　　   　　 かつ　よう　

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。

三上　ゆりちゃん
（小４）

おめ
でとう！

１月 19 日に　読書通帳

１冊目（216 冊）を達成

したお友だちを紹介します。

読書通帳　１冊目を達成！

　　 親子で読んだ

　思い出の絵本を

 記録しておきたいわ。

　　あの作り方、

何という本にのって

　いたっけ･･･

　　あ～～～っ、

　前に読んだはずの本を

また借りてしまった～。 図書館の読書通帳機で簡単印刷！

借りた本の記録が残せるよ！

おとなの方にも
おすすめです！

こん
な時こ

そ、

こん
な時こ

そ、

くわしくは図書館できいてね。

どく　しょ　つう　ちょう  　　　さつ　め　　　　　　たっせい

読書通帳！読書通帳！
どく　しょ　つう　ちょう 

としょかん　　　どくしょ　つうちょうき　　かんたん　いんさつ　

か　　　　　ほん　　きろく　　　のこ

たからもの
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３月３月

ｈｔｔｐ：//l ib.net-bibai .co. jp/shintotsukawa/図書館ホームページ

新十津川町図書館 新十津川町字中央５３５-１
T E L / 7 6 - 3 7 4 6　 F A X / 7 6 - 4 6 4 1

1４日（木）・2８日（木）

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

おはなしのあとには、工作もするよ！

放課後放課後

午後 2：00～3：00

午後 3：00～

おはなしころりん

ぎ

ょ

う

じ

今
月
の
行
事

おはなしタイム
ほうかご

ギャラリー展示ギャラリー展示

展示期間 ３月１日（金）～３月17日（日）

新小２年生

『スイミー』版画作品展

2日（土）・16日（土）

6日（水）・１3日（水）・20日（水）

【休館日】

火曜～土曜　10：00～18：00

　　　日曜　10：00～17：00

【開館時間】

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

ようび

日 月 火 水 木 金 土

      1 ２

 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

  25 26 27 28 29 30
図書整理日

放課後おは
なしタイム

春休み映画会 春休み映画会

放課後おは
なしタイム

おはなし
ころりん

おはなし
ころりん

放課後おは
なしタイム

手作り講習会

おはなし
ころりんミニ

おはなし
ころりんミニじかん

　新小２年生児童が
授業で制作したカ
ラー版画作品展で
す。絵本『スイミー』
のイメージが、画用
紙いっぱいに広がり
ます。お楽しみに！

24
31

くわしくはチラシをみてね！入場無料・申込不要

1:30 ～２:05ごぜん ごご10:30 ～ 11:05

22 日（金）は、
２本立て！

ごぜんもごごも
同じ作品を
上映します！

子ども～向け

びょうきの子どものために
北の国に帰るのをおくらせて
いた家族に、旅立ちの日が
近づいてきて…。

レディーにやさしくスイート
ポテトがだいすきな「おしり
たんてい」がじけんをププッと
かいけつ！

「おおはくちょうのそら」 「おしりたんてい」

1:30 ～ 3:00ごぜん ごご10:30 ～ 12:00

子ども～
向け

中高生～大人
向け

みつばちマーヤは、スズメバ
チの子どもとともだちに
なるが、なわばりあらそいに
まきこまれ…。

史上初の西洋医学書の
和訳に取り組んだ前野良沢
と杉田玄白。エンターテイン
メント時代劇。

「みつばちマーヤの大冒険」 「風雲児たち
　　　　　～蘭学革命篇～」

春休み上映会3/22(金)


