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絵え を描か いてくれたのは   やまがた　ゆずき　ちゃん！

（３ねんせい）

2019 年

４月号

おともだちが描か いた絵え の本ほんは

『いすにすわってたべなさい。』

　「いすにすわってたべなさい」 とい
う文に、”あ”をたすと、 「”あ” いす
にすわってたべなさい」に！ 一字たし
ただけでいみがかわる文がいっぱい！ 
どこに一字たすとかわるのか、 かん
がえながらよんでみよう。

「この本だいすき！」のコーナーも募集中です！

おきにいりの本を紹介してみませんか？



※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！

 クララ・コルマン／さく，みた かよこ／やく 

おすすめの年令マーク

ふたりはともだち

まるい毛糸だまたちが、ころころこ

ろ。あつまる。つかまる。とまる。か

らまる。そして…。カラフルな毛糸

だまたちがエネルギッシュに動きま

わる、色あざやかで、言葉のリズム

が楽しい絵本。

えほん

『おべんとうばこのうた』

くろねこいしょう／え　

　♪これくらいの おべんとうばこに お

にぎり おにぎり ちょいと つめて…♪

　おべんとうが出来上がるまでをうたっ

た、わらべうた「おべんとうばこのうた」

をユーモアたっぷりのイラストで彩った

厚紙絵本。

『いろんな やさい』

　コリンヌ・アヴェリス/作，スーザン・バーレイ/絵，
                                             前田 まゆみ/訳 

『なんでもおんなじ？』

おすすめの本

  世界一周の旅に出たトーマスは、旅のはじまりにケニアの女の子のきかんしゃニ
アと出会い…。2019年4月公開映画をもとにした幼児向け絵本。
キャラクターの紹介もあるよ。

『くろねこ　ろびんちゃん　ぷんすか』
やまぐち りりこ/ぶん，すがわら けいこ/え

さいとう しのぶ／構成・絵　

　さやの中にかくれているえんどうまめ。

さやからまめを取り出して料理します。

　地上で葉っぱが育つと、土の中で大きく

なるにんじん。オレンジ色の根っこの部分

を食べます･･･。野菜の中がわかるめくりし

かけ絵本。

『うさぎくんとママ』

　元気いっぱいのうさぎくんは、朝から

パパのじゃまをしたり、食べ物をこぼした

り。パパと「いい子にしてる」と約束した

のに、ママを困らせてばかりで…。

　やんちゃな男の子とそんな息子に手を

焼くママの姿に、ほのぼのするお話絵本。

  ぱんだのだんす、ぱんだんす。おし

りふりふり、ぱんだんす。ぷるん、ぷる

ん、ぷるん。ぱんだのさんぽ、ほいっほ

いっほいっ。つるっとすべって、ぱんだ

るま! 楽しい言葉がいっぱいの、おど

りたくなる絵本。

　りすのソレルとセージは、すきな歌も、しっ

ぽの模様も、なんでも同じ。でもある日、ソレル

はふたりのちがうところを知ってしまい…。

　はじめての友だちに、ちょっぴり不安を感じ

ている子の背中をそっとおしてくれる出会いの

季節にぴったりの絵本です。

ウィルバート・オードリー/原作

ことば

で　き　あ

　赤いベレー帽に、首の赤いリボンがト

レードマークのくろねころびんちゃん。

外は雨降りで、えさは食べたいものでな

く、おもちゃは動かないし、ぷんすかぷん

ぷん…。ろびんちゃんの豊かな表情が楽

しい絵本のシリーズ。

『ぱんだんす』

『 映画きかんしゃトーマス

　Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー  』

リチャード・スキャリー／さく，木坂 涼／やく 

『ま る』 松田　奈那子／え　

あつがみ

ぼう くび

あめ　ふ

うご

ゆた　　　　　ひょうじょう

もよう

ふあん　　　かん

せなか

きせつ

けいと

りょうり

ちじょう　　は　　　　　　　そだ

げんき

やくそく

こま

や　　　　　　　　すがた

むすこ

えいが

ちきゅう

せかい　いっしゅう　　たび



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。

『どうなってるの？どうぶつの歯』
鈴木 勝，鈴木 貴博／さく，吉田 葉子え 

　獲物をとらえたり、外敵と戦った

り。食べ物を食べる以外に生活の上

でもだいじな役割をしているどうぶ

つの歯。さまざまなどうぶつの歯を

紹介しながら、歯の役割や大切さを

伝える絵本。

　教室に入ると、みんながきみとは違っ

ています。それは肌の色かもしれません、

服かもしれません。でも、きみのそばに

は、勇気あるもうひとりのきみが立って

いて-。「みんなとちがう」子どもたちに

贈る、温かなメッセージ絵本。

重本 あき子/文，やまなか ももこ/絵

谷川 俊太郎／作，
はせ みつこ／作，桑原 伸之／絵 

　ウェンディ・メデュワ/文，
ダニエル・イヌュ/絵，木坂 涼/訳 

　ローレンス・シメル／文，フアン・カミーロ・マヨルガ／絵，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野 和美／訳

『ことばあそびのたび』

『ルブナとこいし』

『おにいちゃんとぼく』 『おばあちゃんがやってきた』

『みんなとちがうきみだけど』

　ルブナのいちばんの友だちは、小石で

した。小石はいつも、話を聞いてくれます。

悲しいときは、笑いかけてくれます。ある

日、ひとりの少年がテント村にやってき

て…。故郷を離れ、難民キャンプに暮ら

す女の子のお話。

　目が見えないけれど、僕のお兄ちゃ

んはすごいんだ。記憶力がいいし、暗

闇の中でも点字の本が読めて…。

誰もが認められ、活かされるインク

ルージョンな日々を描いた絵本。

  骨折して入院していたおばあちゃんが、

ぼくんちにやってきた。ぼくはおばあちゃ

んのお手伝いをしたり、甘えたりの楽し

い日々。ところがある日、おばあちゃんが

また骨折してしまい…。

牧野富太郎ものがたり

『イライラくんとこえだちゃん』

  ふだん、あまり気にしていないけど、ぼ

くたちは空気の中の酸素を吸って生きて

いる。人間だけじゃなくて、いろんな生き

物が息をしている。でも最近、森が少な

くなって、植物がはく酸素の量が減って

きていて…。

　ぼく

やくわり

どくがく　　　　　　　　ほんかくてき　　　　しょくぶつずかん

えもの

 　　　　　　　ジャクリーン・ウッドソン／作，

　　　　　　ラファエル・ロペス／絵，都甲 幸治／訳

　イライラくんがやってくると、みんな

不機嫌になります。反対に、こえだちゃ

んを手にすると何だかご機嫌になり…。

　ちょっとしたきっかけで不機嫌に

なったりご機嫌になったりする気持ち

の面白さを描いた絵本。

レモニー・スニケット／ぶん，
マシュー・フォーサイス／え，
ひさやま たいち／やく 

中川 ひろたか／作，北村 裕花／絵 

　アラマ先生と夫のげんごろうのことば

あそびのおはなし3話のほか、早口こと

ばやなぞなぞなど、お楽しみがいっぱい

の「ことばあそび」の絵本。

「アラマのテーマ」「すきときらいのうた」

の歌詞・楽譜ものっているよ。

『 い　き 』

『草木とみた夢』
谷本雄治/文，大野八生/絵

  独学で日本初の本格的な植物図鑑を送

り出し、「日本の植物学の父」とよばれた

牧野富太郎。ひたむきに植物を愛し、そ

の魅力を伝えた生涯を描いた伝記絵本。
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ものがたり

『しんぶんのタバー』
萩原 弓佳／作　小池 壮太／絵

「ぼく、いいイスコンテストでゆう

しょうしたい」 しんぶんのたばをヒ

モでしばってできたタバーは、イ

スーンこくのおしろをめざして

しゅっぱつした。だが、とちゅうで

こまっているイスたちにであい…。

『へんなともだち
   マンホーくん』

『ちびしろくまのねがいごと』
どうぶつのかぞく ホッキョクグマ

小林 深雪／作　庄野 ナホコ／絵　今泉 忠明／監修

ユールとミールは、ホッキョクグマの双子の

男の子。春になって、巣穴の外に出たこぐま

たちは、おかあさんのマネをして歩き…。「ホッ

キョクグマのまめちしき」も収録。

今月のおすすめ本

村上 しいこ／作
たかい よしかず／絵

『ハートウッドホテル２』

メイドとして働

きはじめた、ね

ずみのモナ。な

ぞの侵入者に食

料が奪われたり

と大騒ぎで…。

『ちゃめひめさまと

　 おしろのおばけ』

たかどの ほうこ／作
佐竹 美保／絵

富安 陽子／作
山村 浩二／絵

『まく子』
西 加奈子／著

温泉街に住む小 5 の「僕」は、子

どもと大人のはざまにいた。「大人」

になっていく女子がおそろしくて、

変わっていく自分の身体にあらがお

うとしていた。そんな時、とても変

できれいなコズエがやってきて…。

『ルルとララの
おまじないクッキー』

あんびる やすこ／作・絵

ルルとララは、ス

ペインにむかしか

らつたわるこうう

ん の お ま じ な い

クッキーをつくる

ことに…。

『つくられた心』

佐藤 まどか／作
浦田 健二／絵

『言葉屋 6 
裏方たちとおもてなし』

『妖怪一家の
ウェディング大作戦』

久米 絵美里／作
もとやま まさこ／絵

『モノ・ジョーンズと
からくり本屋』
シルヴィア・ビショップ／作

三辺 律子／訳
平澤 朋子／絵

『十年屋 2 』
あなたに時をあげましょう

廣嶋 玲子／作
佐竹 美保／絵

『都会のトム & ソーヤ 16』
スパイシティ

はやみね かおる／著
にし けいこ／画

内 人 は 自 ら
ゲームを作る
ことになるの
だが、そのゲー
ムが思いもよ
らぬ方向に…。

『バレエシューズ』
ノエル・ストレトフィールド／著

朽木 祥／訳　金子 恵／画

マンホーくんとあやしいえんそく

妖怪一家九十九さん 8

1930 年代の英国。不思議な縁で

姉妹として育てられた 3 人の孤児

たちは、舞台芸術学校で学びながら

働き、自分の進む道を選んでいき…。

個性が際立つ三姉妹の成長のお話。

ケイリー・ジョージ／作
久保 陽子／訳　高橋 和枝／絵

しんにゅうしゃ しょく

りょう うば

おおさわ

はたら

どうぶつのかぞ
く シ リ ー ズ は、
ホッキョクグマ
のほかに、キリ
ン、ラ イ オ ン、
カンガルー、ア
フリカゾウ、ペ
ンギンのおはな
し が あ り ま す。
よんでみてね！



西国無双 ! 豊臣秀吉に西国一の武将とた

たえられ、徳川家康にその才をおしまれ

た猛将・立花宗茂の人生をマンガでわか

りやすくえがく。

コミック版日本の歴史 68 戦国人物伝 イチは、いのちのはじまり

『かわいい！おりがみ』は、
しおりやメモ、動物、食べ
もの、季節のおりがみなど。

『かっこいい！おりがみ』は、
大きなおりがみ、虫、恐竜、
乗り物のおり方を紹介。

べんきょう

『すごいぞ、さか立ちする文字!

アンビグラム暗号のなぞ』
ノムラ イッセイ／作
フルカワ マモる／絵

加来 耕三／企画・構成・監修
静霞 薫／原作　中島 健志／作画

『くまくらべ』

『イチからつくる鉄』

ケイティ・ヴィガーズ／作
マシマ・インターナショナル株式会社／訳

永田 和宏／編
山崎 克己／絵

イチから鉄をつくってみよう ! 自分で砂

鉄を集めるところから、鍛えた鋼で包丁

をつくるまでを写真とともに解説。日本

の製鉄のはじまりなども説明。

『めざせ ! あしたの算数王 9・10』
ゴムドリco.／文　朴 康鎬／絵

猪川 なと／訳　竹内 洋人／監修

ムハンが、算数・数学にした

しみ、しだいに楽しむように

なりながら、算数王キャンプ

にのぞむようすをえがく。

ゴムドリco.／文　韓 賢東／絵
HANA Press Inc.／訳

アフリカへ旅立ったジオとケイ。

撲滅したと思われたメジナ虫に感

染した患者が村にあらわれ…。

『かるたをつくって遊ぼう ! 1 』

原口 美貴子／著
日本郷土かるた協会／監修

コミック版世界の伝記

『マリア・テレジア』
迎 夏生／漫画　石井 美樹子／監修

かるたのなりたちと

カードゲームについ

てや、歌かるた・い

ろはかるた・郷土か

るたなども紹介。

偉 大 な 女 帝 と し
て、また、マリー・
アントワネットを
はじめとする子ど
もたちの母として
生きた人生をまん
がで紹介。

さまざまなくまの

食事、泳ぎ、木登り、

足の速さなどを比

較します。

さかさでよめたり
別の意味になるフ
シギな文字アート

「アンビグラム」を
使ったクイズ。作
り方のコツも紹介。

『毛抜　鳴神』

文楽・歌舞伎作品
の中でも特に有名
な「毛抜」「鳴神」
の内容をやさしく
紹介。ほかに『曽
根崎心中』もあり
ます。

『はたらくじどう車くらべ 5 』

身近なはたらく自動車のしくみをくら

べながら、自動車の特色とはたらきを

学べる本。横・前・後ろなど外見だけ

でなく、運転席や車内もくらべる。

石崎 洋司／著　小坂 伊吹／絵

国土社編集部／編

『かわいい ! おりがみ』
『かっこいい ! おりがみ』 新宮 文明／著

『立花宗茂』
たちばな むねしげ

まんがで身につく 科学漫画サバイバルシリーズ

『寄生虫のサバイバル 1・2 』

大人気 !! 親子であそべる

ストーリーで楽しむ文楽・歌舞伎物語

世界のくまをくらべてみよう !

てつ

ゴミしゅうしゅう車とたくはい車

生き残り作戦

あそ

いろいろなかるたを見てみよう

さいごくむそう ぶしょう

さい

もうしょう

あんごう

きた はがね

かいせつ

せいてつ

９ 表とグラフ
10 立体図形の性質

きせいちゅう

ぼくめつ

せん

かん

かんじゃ

たびだ

ひはや

かく

きのぼおよしょくじ

いだい じょてい

けぬき なるかみ

みぢか

とくしょく

がいけん

うんてんせき



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
　　絵本はなんですか？

★ 現在のお子さんのお気に入りの絵本を教えて下さい。

 
 

　かがくい　ひろし／作

木村裕一／さく・え

『だるまさんが』

『はみがきあそび』

いしだ　こうき　くん

 
 

　本屋さんでみつけて、大人気の本との
ことだったので買ってみました。読んで
みるとなんともいえないかわいいだるま
さんが「どてっ」「びろ～ん」などといっ
た絵がかかれていて、読むたびに息子も
笑って本を見ていました。
　ひらがなが読めるようになってきた今
は、自分で本を読んでいます。

★　ご家庭での微笑ましいエピソード、　ありがとうございます！
　これからも親子で絵本を楽しんでもらえたら嬉しく思います。（図書館）

　

　楽しくはみがきをしてもらいたいと
思い買った本で、犬や猫などが はみがき
しているイラストを見ながら一緒にはみが
きをしています。
　「くちゅくちゅくちゅの･･･ぴよー !!」と
いう口をゆすぐところがお気に入りのよう
です。

今月のおともだち

（２才）（写真:上）

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

ふしぎ

か

 「はるですよ。おきなさーい。」
お母さんに言われて冬眠（とうみ
ん）からさめた 999 匹（ひき）の
かえるの兄弟はまだ眠っているな
かまちを おこしに出かけます。

マリオン・デーン・バウアー／文，
ジョン・シェリー／絵，片山 令子／訳 

『はるのおとが
　　きこえるよ』

【児童書壁面展示コーナーで展示中】

特　集！

『みてよピカピカ
　　　ランドセル』

『９９９ひきのきょうだい

　の はるですよ』

  赤いランドセルを買ってもらっ
たかこちゃんは、きつねのこ、
うさぎのこに見せました。ふた
りとも「いいなあ」と言うので、
かこちゃんはランドセルを背負
わせてあげました。そこへ、ね
ずみのこがやってきて…。

あまん きみこ／文，西巻 茅子／絵木村 研／ぶん，村上 康成／え 

（４月～６月）

 ある夜。不思議な音を聞いたぼく
が外に出てみると、庭にくまくん
がいた。ぼくは、「もうすぐくるよ
お。いっしょにいこう」と言うく
まくんと、不思議な音がするほう
へ行ってみると…。

ですよはる 



どくしょ　つうちょう　　　　 さつ　  め　　　　　たっせい

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

やったね！
やったね！

音楽と娘と自分の
人生を真摯に愛す
る規格外の母リョ
ウコ。昭和の破天
荒シングルマザー
が鼻息荒く生きて
来た道を、娘のヤ
マザキマリが綴
る。

『夜遅おかず』
『ヴィオラ母さん』

お父さん、お母さんへおすすめの本

ヤマザキ マリ／著

仕事などで帰宅時
間が遅くなってし
まう人や、そんな
家族にご飯を作る
人のためのレシピ
集。胃にやさしい
おかず、糖質オフ
のおかずなどを紹
介する。

枻出版社／出版

『もらってうれしいキャラフラワー』

特徴的なもの
やかわいいも
の、簡単な作
品を、詳細な
つくり方とと
も に 紹 介 す
る。人気の花
冠のつくり方
も掲載。

山本 恵／著

読書通帳　１冊目を達成！

たっせい しょうかい

どくしょつうちょう

２月～３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

スグでき!太らない!

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

！

私を育てた破天荒な母・リョウコ つくっても楽しい

かまつか ななか

鎌塚 菜々花ちゃん（小２）
くりはら れおん

栗原 玲暖くん（小１）
むらた ひいろ

村田 咲彩ちゃん（小２）
ささ はくあ

笹 羽空亜ちゃん（小３）
くりはら かずな

栗原 和奈ちゃん
（小３）

２冊目達成！

（432 冊）

おめでとう

２冊目達成！

（432 冊）

おめでとう

日　時 ５月12日（日）

募集期間 ４月９日（火）～4月24（水）まで

10 時から３時まで

図書館の仕事って、どんな仕事？
一度、みんなも体験してみない？

新十津川小学校
５・６年生のみなさんへ

くわしくはチラシをみてね！

４月1６日（火）から２８日（日）まで、

４月29日（月）から5月6日（月）まで

図書館はおやすみになります。

かりれます！

ひとり２０冊、約３週間
さつ やく しゅうかん



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

11日（木）・２5日（木）11日（木）・25日（木）

4月4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】

６/28
      　　（日）ごご
1：30～3：30

放課後放課後

2019年度　特別行事予定2019年度　特別行事予定
※予定は変更になることがあります。 毎月の図書館だよりをチェックしてね！

一日図書館員体験

対象は町内小学生５・６年生です。
カウンターや本探し、図書展示などに
挑戦してもらいます。

おとなの図書館講座
音読による脳トレ教室

6/29（土）

古本リサイクル市
9/28（土）

図書館からのおはなしのプレゼント☆サンタさんも登場！？

おはなしころりん
クリスマススペシャル
12/7（土）

皆さまからの寄贈本や図書館除籍本
などを提供いたします。

手作り講習会
２月～３月 (予定）

手作り作品の講習会を予定しております。10：30 ～（予定）

読んで唱えて脳を活性化させませんか？

7/13 （土）

おはなしころりん

図書館の中や外で、楽しい催しがいっぱい！

人形劇団クラルテ
　人形劇公演
9/８（日）10：30 ～（予定）

大阪のプロ人形劇団による人形劇公演です。

（申込み制）

（申込み制）

5/12（日）

青空図書館

（申込み制） イラストレーター・絵本作家の
　「すずき　ももさん」が やってくる！

8/25（日）

ギャラリーコンサート
10/13（日）

閉館後のギャラリーで愉しむオカリナ演奏会♪
ギターや朗読のコラボレーションもお楽しみに！

絵本作家スペシャル

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ギャラリー展示

午後 2：00～3：00おはなしころりん

6日（土）・13日（土）　６日（土）・20日（土）

絵本の読み聞かせとやさしい工作の時間

新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

卒業制作展

今
月
の
行
事

新十津川小学校

この春、新小を卒業したみなさんの作品を展示します。
おはなしタイム

小学生向（む）けのおはなし会だよ！

12日（水）・19日（水）・26日（水）10日（水）・17日（水）・24日（水）

１ 2 ３ ４ ５ ６
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

４／２ （火） ～ 21 （日）

この他、 特別映画会もあるよ。 お楽しみに！

おはなし
ころりんミニ

そつ   ぎょう　せい  さく  てん

しんとつかわ　　　しょうがっこう

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　よてい


