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絵を描いてくれたのは、　むらた　ひいろ ちゃん！
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『ほしじいたけ　ほしばあたけ』

　きのこの里に大事件! 日ごろ穏やかな、

ほしじいたけとほしばあたけは、体をはっ

て仲間のきのこを助けようとしますが…。

　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の

シリーズだよ！　読んでみてね。

ぶっくなび

おともだちが描いた絵の本は･･･
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しんとつかわちょう　あざちゅうおう

としょかん

( 小学３年生）

2019年

　

さと　　　だい　じ　けん　　　ひ　　　　　おだ

みんなの描いた絵を募集中！

応募のしかたは、中にくわしくのっているよ！ 

なかま　　　　　　　　　　　　たす

ちょうろう　　　　　　　　　ち　　え　　　ゆう　き

おどろ　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　え　ほん

　よ

か　　　　　　え　　ぼしゅうちゅう

表紙の絵を募集します！

おうぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　なか

ひょうし　　　　え　　　　　ぼしゅう

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

いしかわ　　もと　こ



※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

なが　　　　　　　やわ

よろこ　　　ぎおんご　　　　　　まんさい　　　　　

げんき　　　　と　　　だ

しょうぼうしゃ　　　　　　

ひら　　　　　しょうかい

ゆうびんしゃ　　　　　　　しゅうしゅうしゃ　　たくはいしゃ　　　　　　

　は　　　え　　　えが　　　　　だい　　　　　み

えほん

『そらまめくんと おまめのなかま』

　　かけひ さとこ/作・絵

  小さいさや、長いさや、柔らかそうなさ

や、大きいさや…。そらまめくんたちが、

さやのなかから元気に飛び出す! 

　赤ちゃんも喜ぶ擬音語が満載の、

「そらまめくん」のファーストブック。

『おはよう おはよう』

　みやまつ ともみ/さく

『のりたいな』

おすすめの本

　今日のゆうごはん、何食べたい ? 

ぼくはオムライスがいいな。お姉ちゃん

はたまごサンド、お父さんはおでん、お

じいちゃんは海鮮丼が食べたいんだって。

　さあ、今日のゆうごはんは何かな ? 　

おいしいおうちごはん絵本。

『ゆうごはん なにたべたい？』

　こわせ たまみ/作，長野 ヒデ子/絵
なかや　みわ／さく　

  眠っているねこのこどもたちに、おひ

さまが「おはようおはよう」とよびかけ

ます。目をこすりながら起きたねこたち

が、着替えをしてカーテンを開けると、

とってもいい天気で…。

  朝が楽しくなる絵本。

西村　敏雄/さく 

『ねえねえ　パンダちゃん』

『やると おこられそうなこと』『クリカテ クラク』

　ズボンを頭にかぶって「うさぎ」。半分に

切ったキウイを目のところにもってきて

「びっくりしたひと」。スパゲッティで…? 

くすっと笑えて思わずやってみたくなる、

面白いいたずらが登場するユーモア絵本。

 　はずかしがり屋のパンダちゃん。

遊んでいるパンダちゃんに、何している

のと聞くと、はずかしがり屋なので、もー

じもーじ。広場で遊んでいるぶたくんた

ちに混ぜてもらいたくても、はずかしく

て かくれてしまい…。

　郵便車、ゴミ収集車、宅配車、コンクリートミキサー車、

パトロールカー、消防車、ダンプカー、コミュニティバス…。

町で見かける“はたらく車”を貼り絵で描き、1台ずつ見

開きで紹介したのりもの絵本。

　川之上 英子/さく・え，川之上 健さく・え 

たか　　たてもの　　　　　　　　　　　　　め　　　　　　てっきゅう

『こわす』　

　ギュルルルルッ、ダッポンダッポン、

ブイーン、バンッバンッ! 地面に杭を打

ちこみ、柱を立て、梁を渡して、屋根を

かける…。人や機械が活躍する建設工事

の現場で、大きな建物ができあがってい

く様子を描く。　　　

さいとう しょう/作 

　耳を澄ますと聞こえてくるよ。そ

れは不思議な世界の、ないしょの

じゅもん･･･。　いろいろなお客が乗

りこんだ、おもちゃの電車が出発す

ると…。ふしぎな世界が広がる絵本。

（こうじのえほん）
サリー・サットン/さく，ブライアン・ラブロック/え，
あらや しょうこ/やく 

　
 

　ギシッ、グギン、バッボーン! 

高い建物のてっぺんを目がけて鉄球

を当て、油圧ショベルのギザギザの歯

でコンクリートを崩す…。解体工事の

　現場で、ブルドーザーなどを使って、

建物を解体していく様子を描く。　　

『たてる』　

や

にしむら　　　とし　お

あそ なに

き や

ひろば　　　あそ

ま
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（0.1.2えほん）

はしら　　た　　　　はり　　わた　　　　　　　やね
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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

『フウちゃんクウちゃんロウちゃんの
 ふくろうがっこう』

  ふくろう学校に通うふくろうの子ども、

フウちゃんとクウちゃんとロウちゃん。今

日の授業は「こわいものにであったら、ど

うするか」。かみなりさんが授業にとびい

りして、はでにかみなりをならすと…。

　ユーモラスなお話絵本シリーズ。

　ママおばけからおこづかいに100円

をもらったばけばけ。商店街でチョコを

買おうとすると、おさいふの中から「お

さいふのかみさま」が出てきて…。

　親子でいっしょにお金について学べ

る絵本。

　「へいわのボク」と「せんそうのボク」

では、なにが変わるのだろう。比べてみ

ると、平和と戦争の違いが見えてくる。

谷川俊太郎の言葉とNoritakeの絵によ

る、これまでにない平和絵本。

リサ・パップ/作，菊田まりこ/訳

メル・エリオット/さく，三辺 律子/やく 

たにかわ しゅんたろう/ぶん，Noritake/え 

 

『いまの わたしに できること』

『マチルダとふたりのパパ』

『ノロウェイの黒牛』

『へいわとせんそう』

　パールとマチルダは大のなかよしで、

いろんなことがそっくり。だけどマチル

ダには、ふたりのお父さんが! パールは、

同性の両親を持つ友だちとの出会いで、

家族のかたちは様々だけど大切なことは

同じ、ということに気付き…。

　身の毛もよだつ怪物とされるノロウェイ

の黒牛と結婚してもいいというむすめ。

むすめは黒牛にかけられた呪いを知り…。

　スコットランドに伝わるふしぎな恋のは

なし。世界のむかしばなし絵本シリーズ。

　絵を描くことが大好きな少女・すずは、

昭和19年2月、18歳で広島から呉にお嫁

に行く。新しい生活を築き、戦時下の日常を

前を向いて生きていくが…。

　映画「この世界の片隅に」のアニメ絵本。

（イギリス・スコットランドのむかしばなし）

『この世界の片隅に』

　子犬をもらったマディ。命を育てるこ

との責任について考えると同時に、捨て

られた動物がたくさんいることを知りま

した。そんな動物たちのために何かでき

ないか考え…。「わたしのそばできいてい

て」のその後のお話。

『おさいふのかみさま』
苅田 澄子/作，にしむら あつこ/絵，
キッズ・マネー・ステーション/監修

なかがわ ちひろ/文，さとう ゆうすけ/絵 

『てんしき』
川端 誠/作・絵 

　ある日、「てんしきはあるか?」と医者

にたずねられた和尚。さっぱり分からな

いのに、「ありません」と知っているふり

をしてしまった和尚に、いたずら好きな小

坊主がとった行動とは? 

　日本語の楽しさが詰まった落語絵本。

いとう　ひろし/作

こうの 史代/原作，片渕 須直/監督 

こわいものにであったらの巻

『シリルとパット　ともだちになろう』

　リスのシリルと、シリルにそっくり

のパット。でも、ふたりが友だちにな

れるなんて誰も考えません。

なぜかって、それは…。

　本当の友情を描いた絵本。

（らくごえほん）

エミリー・グラヴェット/さく，福本 友美子/やく 

（徳間アニメ絵本）
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ものがたり

『カイとティムよるのぼうけん』
　石井 睦美／作　ささめや ゆき／絵

「きょうからぼく、ひとりでねむる

ことにするよ」  6 さいのたんじょ

うびにそうせんげんしたカイくん。

そんなカイくんのへやにあらわれた

のは、422 さいの「おてつだいよ

うせい」…?! 

『3 分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか ?』

『みんなのおばけずかん みはりんぼう 』

まなつのよる、いつまでもそとであそんでい

ると、大きすぎる目が 1 つある“みはりんぼう”

に見られてしまいます。すると…。「みはりん

ぼう」「はみがきせんかい」など、子どもたち

がかんがえたおばけが出てくるおはなしです。

斉藤 洋／作　宮本 えつよし／絵

今月のおすすめ本

『暗闇の妖怪デザイナー』
斉藤 洋／作　かたおか まなみ／絵

ナツカのママの
お店に、妖怪が
つ く っ た ワ ン
ピースがとつぜ
ん現れた。ママ
は、パパに相談
することに…。

『39 階だてのツリーハウス』

アンディ・グリフィス／作
テリー・デントン／絵

中井 はるの／訳

アリソン・アトリー／作
すがはら ひろくに／訳

やまわき ゆりこ／画

『長浜高校水族館部 !』
令丈 ヒロ子／文　紀伊 カンナ／絵

愛媛県立長浜高等学校では、「水族

館部」の生徒が水族館を運営してい

る。生き物の命をあずかるこの部で

は、思いもかけないことが起きて…。

実在の部が舞台のドキュメント小説。

『ガリバーの大ぼうけん』
J.スウィフト／作　那須田 淳／文

アン マサコ／絵

ふねにのってせかいじゅうをたびし

たいとおもっていたガリバー。ゆめ

はかなうが、ふねがてんぷく。たど

りついたのはなんと、こびとのくに

で…。

中村 まさみ／著

『星のカービィ
毛糸の世界で大事件！』

『サムとぶらぶら
またまたおめでたこぶた』

高瀬 美恵／作
苅野 タウ／絵

ぽと／絵

『鹿の王 水底の橋』
上橋 菜穂子／著

『ダンボ 実写版』

カリ・サザーランド／作
しぶや まさこ／訳

『悪ガキ７ ７』

宗田 理／著

マヌケな発明しないで !

ながはま こうこう すい ぞく かん ぶ

えひめけんりつ

黒 史郎／著

普通に読んだだけでは気づけない、物

語のなかの小さな違和感。かくされた

意味にきづくと、物語の「意味」が変

わる！ 1 分から 3 分で読める、意外な

結末の 45 の物語。

だい

二郎の両親が離
婚し転校するこ
とに。 二郎をと
りもどしたいセ
ブンの仲間は、
けんかを止めさ
せるいたずらを
考え…。

ナツカのおばけ事件簿 17
じ けん ぼ

くらやみ ようかい

かい

はつめい

セブン

よろずお悩み解決します
なや かいけつ

『乃木坂の怪談』
『封印された本』

怪談 5 分間の恐怖

いわかん

けつまつ

ふつう



べんきょう

『ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記』

盛口 満／著

　野出 正和／著　古川 孝／著

楽しいしかけのロボットが大集合 ! 

コロゆらロボ、地中探査ロボ、空飛

ぶ透明ロボなど、身近な材料でつく

れる、遊べるロボット全 13 種類を

紹介し、つくり方を解説します。

『名探偵コナンと

楽しく学ぶ小学英語』

『中村 裕』

青山 剛昌／原作
太田 勝／まんが

窪田 一裕／まんが
アレン玉井光江／監修

佐野 慎輔／文　しちみ楼／絵

障がい者がスポーツをすることなど考

えられなかった時代、1964 年東京パ

ラリンピックを成功に導いた中村裕。

障がい者の未来をきりひらいた、日本

のパラリンピックの父の生涯。

『冒険に生きる 植村直己』
岩貞 るみこ／文　曽田 正人／絵

よく転ぶので「どんぐり」とあだ名さ

れた青年は、誰もしたことのない冒険

をしようと、世界に旅立った。そして、

日本人初のエベレスト登頂、世界初の

五大陸最高峰登頂を成し遂げ…。冒険

家、植村直己の生涯を描く。

すずき しのぶ／著

幕末から第二次世界大戦期までの間

に建設され、日本の近代化に貢献し

た産業・交通・土木などに係る「近

代化遺産」をイラストや写真ととも

に紹介。

『ジュニア空想科学読本 16 』
柳田 理科雄／著

きっか／絵

『災害にあったペットを救え』

高橋 うらら／著

アニメや漫画でおな

じみの現象を科学的

に検証する。オドロ

キの結論が満載の、

とっても笑える理科

の本。

もし大災害が起
こったら、ペッ
トたちは…。災
害にあったペッ
トを救う獣医師

「VMAT」の 活
動を紹介します。

英単語と表現を、「名
探偵コナン」のまん
がとともに紹介。

食べることも虫を知
る ひ と つ の 方 法 ! 
ゲッチョ先生が探し
たり調べたり、飼っ
たり食べたりしなが
ら見てきた虫のあれ
これをつづる。

風船との出会い、
打ちあげ、宇宙撮
影をしようとした
わけ、多くの失敗
から生み出された
成功などをつづる。

岩谷 圭介／著

『コロコロロボット』

『風船で宇宙を見たい!』

やってみることから開ける無限の未来

日本のパラリンピックの父

くうそうかがくどくほん

『地域の発展につくした

日本の近代化遺産図鑑 1  北海道・東北 』

獣医師チームＶＭＡＴ
ふうせん うちゅう み

なか むら ゆたか

めいたんてい

しょう しゃ かんが

じだい

しょうがい

せいこう

みらい

みちび

『ゲームクリエイターに
なるには ?』

馬場 保仁／監修
derori／イラスト

かんくろう／マンガ

マンガでわかるあこがれのお仕事

ゲーム業界の
今とこれから、
今からできる
ことも紹介。

『マンガ家・イラストレーターに
なるには ?』

濱元 隆輔／監修
柳葉 キリコ／イラスト

佐伯 めとろ／マンガ

業界のこれか
ら、大切にし
てほしいこと
も紹介。

『新しいジュニア野球入門』
川村 卓／監修

初めて野球を
する人からす
で に 野 球 を
やっている人
まで、レベル
アップできる
練習方法を写
真で解説。

『新しいジュニアサッカー入門』
幸野 健一／監修

初 め て サ ッ
カーをする人
か ら す で に
やっている人
まで、レベル
アップできる
練習方法を写
真で解説。

むげん みらいひら

セミチョコはいかが ?

こんちゅうき

しょうがくまなたの えいご

これ一冊で小学校の英語がバッチリわかる !

たの だいしゅうごう

そら とちちゅうたんさ

とうめい みぢか ざいりょう

うえむら うえむらぼうけん い

とうきょう



「おべんとう」のえほん「おべんとう」のえほん

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！

『時々迷々 １～４』

(コーナー参加者募集中！)

★わかちゃんが好きな本は？　

★みんなにおすすめの本は？ 

村山 桂子／さく

NHK「時々迷々」制作班／編

今月のおともだち

　きつねの親子がひっこしをしてき

て、たぬきの親子のところに、かご

いっぱいのいちごをさしだしまし

た。するとたぬきの親子は、たけの

こをさしだして。きつねの親子とた

ぬきの親子がおかえしし合うのがお

もしろいです。

　理沙がお姉ちゃんや友だちにお金

を貸しすぎて千三十五円になったと

き、迷々があらわれました。そして

こまった理沙を助けてくれるところ

がおもしろかったです。

　小さなころから図書館にきてくれている和花ちゃん。これからもいろい

ろなことに興味をもって、図書館を利用してくださいね。（図書館より）

『おかえし』

政所　和花 ちゃん

（５年生）

まんどころ わか

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

♪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♪わら
べうたが楽しい絵本です。

目が覚めたら、お母さん
がおべんとうを作ってい
ました。一体おべんとう
の中身はどこから来るの
でしょう ?

「お べ ん と く ん」が 森 に
やってくると、動物たち
がおいしそうに食べてく
れました。最後に残った
のはブロッコリー…。

あたたかくなってきましたね！
おべんとうをもって、ピクニックはいかが？

さいとう しのぶ／構成・絵

はじめましてのえほん

『おべんとうばこのうた』

真木 文絵／文　石倉 ヒロユキ／絵

『おべんとどうぞ』

堀川 真作／絵

『おべんとうさんいただきます』

り  さ



図書館からのお知らせ

　卵 ・ 乳 製 品 ・ 小 麦 粉

不使用。 代替食材で簡

単に作れる ! 魚バーグ、

お豆腐のパンケーキな

ど、 園のみんなが一緒

に食べられる、 アレル

ゲンを除去した献立 「な

かよし給食」 のレシピを

紹介。

『子連れ防災ＢＯＯＫ』

　家族と子どもの安全と

笑顔のために必要な防

災とは ? 地震などに被災

したママ達の声をまとめ、

それに対応するための防

災術を伝える。また、災

害支援に携わる医師や

防災士ら、専門家の協力

を得て、心身のケア等も

伝える。

全災害対応 !　1223 人の被災ママパパと作りました

お父さん、お母さんへおすすめの本

ママプラグ／著
　『新幼児と保育』 編集部／編集

※幼児の保護者さんには、お子さんと読んだ思い出の本や、現在の

   お子さんのお気に入りの本を紹介していただいています。

お待ちして

います☆

新１年生 図書館利用ガイダンス
としょかん　　　りよう

4 月 24 日（水）

　３・４時間目

図書館の見学や、大きな紙芝居で図書館の利用のしかたや　
マナーををまなびました。  
おまけの“おはなし”も　楽しんでくれたかな？

これからも、みんなが気持ちよく

図書館を利用できるよう、マナーを

守ってもらえるとうれしいです！

さん　　か　　　しゃ　　　だい　ぼ　しゅう

の

としょかん　　　　　　　　　　　　　し

『おおわだ保育園の
アレルギー除去「なかよし給食」』

身近な食材で作れる安心レシピ集

『思わず考えちゃう』
ヨシタケシンスケ／著

　「他人のストローの袋が

気になる」 「孤独感を、ど

う解消するか」 …。

ついつい考えすぎちゃう

人気絵本作家・ヨシタケ

シンスケが、まじめな事

から世にも下らぬ事まで

スケッチと共に書きとめる

脱力系哲学ＢＯＯＫ。

が ありました！

「この本だいすき！」コーナー

　　　参 加 者 大募集！ （「ぶっくなび」　５ページ）

「載ってもいいよ！」というお友だちがいたら、

図書館カウンターで声をかけてくださいね！

好きな本やおすすめ本を紹介してもらうコーナーです。

けんがく かみしばい　　　　　　　　

たの　　　　　

きもち　　　　　

としょかん　　りよう　　　

まも　

す　　　　 　　 ほん            　　　　　　　　　　              しょうかい

ま

とも



５月５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

9日（木）・23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 ５月８日（水）～５月３０日（木）

いちいの会 写真展

18日（土）

8日（水）・１5日（水）・22日（水）・29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 24 25

 26 27 28 29 30 31
図書整理日

放課後おは
なしタイム

放課後おは
なしタイム

一日図書館員
体験

放課後おは
なしタイム

おはなし
ころりん

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

じかん

　新十津川町内

の写真同好会の

仲間による、町

内外の自然風景

を展示します。

「さんぽ」の
おはなしをするよ！

しゃしんてん

てんじきかん

しゃしんどうこうかい

なかま

しぜん

てんじ

ふうけい

６月１１日（火）～１４日（金）

ぞうしょてんけんきかんちゅう

蔵書点検期間中に
本をかえすときは
ブックポストに
かえしてね！

カウンターには、今年度の開館カレンダーもあります。ご自由におもちください。
かいかん じゆう

蔵書点検のお知らせ
ぞうしょてんけん し

図書館の本を点検するため、次の期間はおやすみとなります。
としょかん てんけん つぎ きかん


