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絵を描いてくれたのは   うしろぎ　あつみ　くん！

（１ねんせい）

2019 年

おともだちが描いた絵の本は

『名探偵コナン
推理ファイル日本史の謎 ４』

　まんがとコラムで歴史が学べるシリー
ズ。 第４巻では、 江戸時代後期、
幕末、 明治時代をとりあげる。 コナ
ンと冒険を楽しみながら、 歴史の謎を
いっしょに探ろう !

「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？
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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！

　小さなビクビクは女の子のひみつの友だち。いつ

も女の子を守ってくれるビクビク。だけど、女の子が

知らない国に引っこすと、ビクビクはどんどん大きく

なっていき…。

　新しい生活にふみ出す子どもたちを応援する絵本。

シリーズ

おすすめの年令マーク

えほん

『げんこつやまの　たぬきさん』
　うえだ しげこ／ぶん・え 

　げんこつやまのたぬきさん おっぱい

のんで ねんねして･･･」

わらべうたが歌っておどれる絵本にな

りました。うさぎさんや、おつきさまも

歌って…。楽譜とおどり方付き。

『あるくくま』

フランチェスカ・サンナ／作，なかがわ ちひろ／訳 

『だんごむしごろん』

おすすめの本

。

種村 有希子/作 

　泣きながら帰ってきたはなちゃんは、

たんすの中でふしぎな女の子に出あい

ます。その子も、友だちとけんかをして

しまったようで…。

　やさしさにあふれた世界に見守られ

ながら一歩ずつ成長する、はなちゃん

の勇気の物語。

『ぱぱぱぱ　ぱんつ』

　谷川 俊太郎／文，祖敷 大輔／絵

　長野 ヒデ子／作・絵

　MOVE(動き)の中で、自然や生きものの本当の姿を

伝える「講談社の動く図鑑MOVE」から生まれた絵本。

 「どうぶつ」「むし」「さかな」の動きや形のおもしろさを、

リアルな写真とシンプルな言葉で伝える。

やまぐち ようすけ／さく・え

『どたんばたん おるすばん』『 あのこの たからもの』

　やさしいお姉さんの犬のフク。や

んちゃぼうずのねこのトラジ。おじい

さんがお出かけの日、2匹でお留守番

をすることになり…。

　留守番の楽しさと心細さを、犬と

ねこの凸凹コンビで描く。

　耳をケガして、ないているウサギ。

あしをケガして、ないているウマ。

おなかが痛くて、ないているトラ…。

　たいへんだ! 　ばんそうこうの

「ピタンくん」たちがピタッ! 

松田　奈那子／作

『ピタンくん 』

『ぞうさんのおはなが 』

0.1.2さい　MO
VE

図鑑から生まれた

赤ちゃん絵本　

（うたのえほん）

　「おしっこ!」「うんち!」と言えるよう

になったら、おむつさんにさようなら。

今日からよろしく、ぱんつさん! 

　さあ、ぱんつさんとの楽しい毎日の

はじまり、はじまり〜。

　ぼくはくまだ。なまえはまだない。

ぼくは「どこか」をめざして、あるく

のがすきだ。きょうもぼくはあるきだ

し…。お日さまやチョウチョ、柿の木

など、こぐまと道で出会うさまざまな

ものとのやりとりが楽しいお話。

『ひみつのビクビク』

まも

おうえん

がくふ

いた
かき

る　す　ばん

な　　　　　　　　　かえ

せかい　　　みまも

いっぽ　　　　　せいちょう

ゆうき　　　ものがたり

うご　　　　　　　　　　しぜん　　　　い　　　　　　ほんとう　すがた

つた　　　　　こうだんしゃ　 うご　　ずかん　　むーぶ

しゃしん　　　　　　　　　　　ことば

こころぼそ

でこぼこ



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。

 　バッタ型のロボットに乗って、ボルネオ

島からオーストラリア、ニュージーランド

まで、生きものを調べに、冒険旅行へ出発! 

　大自然と生きものたちをイラストで紹

介した絵本。

　数え切れないほどのイワシが集まっ

て、群れを作っています。コアジサシや

ブリ、イワシクジラ、人間などに狙われて、

食べられて、だんだん群れは小さくなっ

ていきます。

　でも、残ったイワシたちはやがて…。

  場所は浅草、観音様の前。人だかりが

あるのを見た八五郎が、立っている人の

またの間をぬけていくと、そこにはいき

だおれの人間が。世話人に言われ顔を見

ると、それは同じ長屋の熊五郎で…!? 

まつおか　たつひで/作

野村 たかあき／文・絵，柳家 小三治／監修 

　ジョン・エイジー／作・絵，
　　　　久保 陽子／訳 
 

　石井 睦美／作，岡田 千晶／絵 

くすのき しげのり／さく，石井 聖岳／え 

手島 圭三郎／絵・文

『うちゅうじんはいない !?』 『バッタロボットのぼうけん』

『ちいさな魔女とくろい森』

『ぼくは なきました』

『そこつ長屋』『すだつ きたの かわせみ』

　満月の夜、ちいさな魔女は一羽のカラ

スをつれて、おおきな魔女と一緒に北の

国にむかいます。その森は病気で、魔女

たちがきてくれるのを待っていて…。

　森を守るちいさな魔女の成長を描く。

　自分のいいところが見つけられな

いそうたくん。友だちのいいところは、

たくさん見つけられるのに。そうたく

んは泣きそうになります。

　そんなそうたくんのいいところを、

先生は見つけてくれて…。

　宇宙人はいると信じて、遠い星にやっ

てきた主人公。「必ずみつけてみせる」と

意気込むが、まわりには岩と土しか見え

なくて…。

　宇宙人はいるのか、いないのか? 

読んだ人だけが答えを知っている！

（らくごえほん）

『イワシ』
　大片 忠明／さく （かがくのとも絵本)

柳家小三治・落語 「粗忽長屋」 より

うちゅうじん　　　　　　　　しん　　　　　　とお　　ほし

のば

むれでいきるさかな

　北の海にうかぶ天売島。300人がくら

すこの小さな島に、100万羽の海鳥が

やってくる･･･。海鳥の子育てと人のくら

しをとおして描く、北海道天売島の1年。

　島に住み海鳥を観察し続ける自然写真

家である作者による解説付き。

『うみどりの島』
寺沢 孝毅／文，あべ 弘士／絵 

　かわせみの夫婦が、湖のがけに子育ての

巣穴を作りました。巣穴ができると、たま

ごをうみ、温めます。秋になり、3羽のひな

が巣穴から出てきて…。

　厳しい自然の中で力強く生きるかわせみ

の姿をダイナミックに描く版画絵本。

『オレ、おおきくなるのいや』
デヴ・ペティ／ぶん，マイク・ボルト／え，
　　こばやし けんたろう／やく 

　カエルが大きくなりたくないと言い出

した。足は伸ばせないし、頭もつっかえ

ちゃうし、かくれんぼだって負けちゃう。

でもホントはちがう理由があって…。

　生意気でかわいいカエルがでてくる

ユーモア絵本、第2弾。
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ものがたり

『ちいさなハンター どうぶつのかぞく チーター』
佐藤 まどか／作　あべ 弘士／絵

今泉 忠明／監修

おおきくなったチーターの 3 きょう

だいは、おかあさんとわかれていき

ていかなければならない。じぶんた

ちだけでかりができるのか ? どうぶ

つにくわしくなれるシリーズ。

『まじょのナニーさん 5 』

『おしりたんてい  カレーなるじけん』
トロル／さく・え

あたらしくかいてんするカレーやさんのスパイ

スがぬすまれて…。おしりたんていがかれいに

かいけつ！

2019 年 4 月こうかいえいがのげんさく。

今月のおすすめ本

藤 真知子／作
はっとり ななみ／絵

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 11』

女主人・紅子が、

きょうもお客さ

んの運命を駄菓

子で翻弄する。

不思議なお話、

7 編を収録。

『鬼遊び
　　鬼よぶわらべ歌』

廣嶋 玲子／作
おとない ちあき／絵

櫻 いいよ／著
げみ／イラスト

『霧のむこうのふしぎな町

地下室からのふしぎな旅

天井うらのふしぎな友だち』
柏葉 幸子／作　タケカワ こう／絵

６年生のリナは一人で旅に出た。霧の

谷の森をぬけると、赤やクリーム色の

洋館が立ち並ぶ、きれいでどこか風変

わりな町が現れて…。

おしりたんていシリーズ
おしりたんていファイル８

『おしりたんてい
かいとうとねらわれた
はなよめ』トロル／さく・え

じむしょにきたい
らいにんがもって
いたのは、かいと
う U からのよこ
くじょうで…。

『初恋まねき猫』

小手鞠 るい／著
岡田 千晶／装画

『パピヨン号で
　　　フランス運河を』

『世界は「 」で満ちている』

山下 明生／作
高畠 那生／絵

『作り直し屋』
廣嶋 玲子／作
佐竹 美保／絵

『大渋滞』

いとう みく／作
いつか／絵

『流星と稲妻』
落合 由佳／著

善太は、剣道経
験者・宝と試合
をして「抜き胴」
を決められてし
まう。2 人は、
互いを運命のラ
イバルだと意識
し…。

青空のお友だちケーキ

廣嶋 玲子／作　jyajya ／絵

ほんろう

『名探偵コナン

怪盗キッドセレクション

月下の予告状』
青山 剛昌／原作・イラスト

酒井 匙／著

『名探偵コナン

紺青の拳』
青山 剛昌／原作

水稀 しま／著
大倉 崇裕／脚本

紺青の拳をめぐ

る陰謀をコナン

達は暴けるか ? 

怪盗キッドのエ
ピソードだけを
あつめたノベラ
イズ。
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小さな船の旅

おしりたんていシリーズ　おしりたんていファイル



戦国時代末期、九州 9 か国のうち 6 か

国を支配した武将がいた。名門の誇りを

胸に生きたキリシタン大名・大友宗麟の

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 69 戦国人物伝
1964 東京オリンピック招致に活躍

小学生が旅する 35 のシー
ンごとに、会話文をイラス
トとともに紹介。和訳とカ
タカナの発音、単語も掲載。

べんきょう

『都道府県別

にっぽんオニ図鑑』
山崎 敬子／ぶん

スズキ テツコ／え

加来 耕三／企画・構成・監修
静霞 薫／原作

かわの いちろう／作画

『マンガでよくわかる少年剣道』

『田畑政治』

榎本 松雄／監修

佐野 慎輔／文　しちみ楼／絵

「水泳ニッポン」をつくりあげ、オリン

ピック招致に尽力した田畑政治の生涯を

描く。

『アレルギーのサバイバル 1 』
ゴムドリco.／文　韓 賢東／絵

HANA Press Inc.／訳

アレルギー症状をもつ子どもたちの自然

キャンプの保護者は「寄生虫のドキュメ

ンタリー」のキュー監督。ジオは、キャ

ンプに参加することになり…。

ポプラ社／出版

しんかんせん・つうきんでんしゃ・

じょうききかんしゃ・とっきゅう

をはじめ、これまでのしゃりょう

やぶひんをたくさんしょうかい。

『星のカービィナゾトキブック

スターアライズ編』
苅野 タウ／絵

ぽと／絵

はじめての『万葉集』

『中西進の万葉みらい塾』
中西 進／著

めいろ、パズル、あ

んごう、まちがいさ

がし…。ナゾをとい

て、さ ん ま か ん を

やっつけろ ! 

感動する心、生き
る 力 を「万 葉 集」
を通して学ぼう！ 
日本各地の小中学
校 で 開 催 さ れ た

「中西進の万葉み
らい塾」を収録。

立礼・座礼から基

本の打突など、マ

ンガとイラストで

解説する。

日 本 の「オ ニ」や
オニのようなそん
ざいのもの、オニ
にまつわるぎょう
じを、イラストで
しょうかい。

『ビジュアル日本の服装の歴史 2

鎌倉時代～江戸時代』

日本の服装の発展
の歴史を、ビジュ
ア ル で 楽 し く 解
説。アイヌと琉球
の服なども紹介。

『はたらくじどう車くらべ ４・６ 』

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。

増田 美子／監修

国土社編集部／編

『旅するこどものドイツ語 ミュンヘン編』
『旅するこどものフランス語 パリ編』

コンデックス情報研究所／編著

『大友宗麟』
おおとも そうりん

生き残り作戦

『プラレール超図鑑デラックス』

楽しく外国の言葉と文化にふれられる

道場で習うけいこのすべてがわかる !

た ばたまさ じ

4. ショベルカーとブルドーザー
6. いろいろなじどう車
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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は
　　　なんですか？

 
 

　キム・ドンス／作
　（ブロンズ新社）

なかの ひろたか／さく・え
　　　（福音館書店）

『あかちゃんと　ちゅ』

『ぞうくんのさんぽ』

 
 

　町の健診でいただいて、初めて読み聞か
せた本です。　最初はあまり興味を示さなか
ったのですが、寝る前などにくり返し読んで
いくと、「ちゅ」のところで、子どもにも

「ちゅ」をしてあげると、とても笑ってくれた
り、話せるようになってからは、出てくる動物
の名前を言ったり、本に「ちゅ」をしたりで
　可愛かったです。

　可愛らしいエピソード、ありがとうございます♪
“絵本を通して親子でふれあいを☆”そんな願いを込めて進呈
させていただいた絵本も、きっと喜んでいることでしょう。
　弟くんにもと～ってもやさしい未衣那ちゃん、これからもよろしくね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図書館より）

　「かばさんがきました」「のせてのせて～」
などと、自分なりの言葉で本を読み進めて
楽しんだり、弟の前に座って読み聞かせを
してくれる姿が微笑ましいです。
　水遊びをしているシーンでは、「気持ち
い～」と、本人も一緒に遊んでいるような
　気分です。

今月のおともだち

（２才）北嶋 未衣那 ちゃん

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

 おすすめ本

特　集！

小学生５・６年生の一日図書館員のみなさん

一日図書館員
小学生　
　　　

【子どもの本の展示コーナーで、

　　展示貸出中！（6/27 木まで）】

ぜひ、図書館に

借りに来てね！

の

きた　じま　　　　み　い　な

「ありがとう」をテーマに

一日図書館員のみなさんが本を紹介しています。

おり紙でかざりつけもしましたよ！

か

と　しょ　かん

き

しょうかい

いち　にち　　　　　と　　しょ　　かん　　いん
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「かえるがいっぱい」のえほん「かえるがいっぱい」のえほん

約70種類の野菜、
フルーツの冷凍・
冷蔵保存のコツを
紹介します。最後
まで食べきるため
のアイデアやレシ
ピも満載。

『北海道キャンプ場ガイド 19-20』『野菜保存のアイデア帖』

お父さん、お母さんへおすすめの本

島本 美由紀／著

北海道にあるキャ
ンプ施設 324 カ
所を、細かなデー
タ・解説とともに
紹介。全道イベン
ト・ガイド、源泉
の湯で温泉キャン
プ、温泉・入浴施
設なども掲載。

亜璃西社／編

『かがくのとものもと』

増刊号を含め
すべての表紙
とあらすじ、
工夫の数々、
できていく過
程、第一人者
たちの科学絵
本観、幻の付
録などを収録。

福音館書店／出版

月刊科学絵本「かがくのとも」の50年

いちにちとしょかんいんたいけん

一日図書館員体験がおこなわれました！
　５月 12 日（日）、一日図書館員体験がおこなわれ、新十津川小学校の５・６年生８名
が参加してくれました。本の展示のほかに、カウンターやブッカーかけ、本探しをして
もらいました。

本探し。クイズのこ
たえは、どの本を見
たらわかるかな？

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

わたりどりのパーチクは、
のんびりとくらすピータン
にたびをすすめますが…。

おじいさんがひろってきた
のは、ばけもの石。こわく
てたのしい、おばけの絵本。

あまがえるくんと、あか
がえるくんのケンカのわ
けはいったいなに…?

どい かや／作

『かえるのピータン』

宮西 達也／作・絵

『カエルくんのたんこぶ』

高谷 まちこ／著

『でるでるでるぞガマでるぞ』

カウンターに出る前に、
れんしゅうです。

きちんとよみとれて
いるかな？

ブッカーかけ。みんな
じょうずにできました。

児童書のコーナーで

展示中です！

じどうしょ

てんじちゅう
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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

２７日（木）27日（木）

６月６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】

1：30～3：30

放課後放課後  （お休み中に返す本は
　　　ブックポストにお願いします）

はたけのごちそうな～んだ？

おはなしころりん

ぞうしょ　てんけん　　　　　　        　　   やす

絵本作家スペシャル！

７/13（土） 午後２：00 ～３：30

絵本作家・イラストレーターの

“すずきももさん”が、図書館に来て

おはなしやワークショップをしてくれるよ！

『トムとジェリー

　花火はすごいぞ』

やす　 ちゅう 　 かえ

来月の

予告！

７/19（金）

７/20（土）

７/21（日）

ねが

『レスキューせんエリアス と

　海ではたらく仲間たち』

『極 夜』記憶の彼方へ

　　　　　　　～角幡雄介の旅

午前10 : 3 0～ 1 1 : 2 0
午後  ３ : 0 0～  3 : 5 0

午前1 0 : 3 0～ 1 1 : 5 0　
午後  １ : 3 0～  2 : 5 0

午前1 0 : 3 0～ 1 1 : 3 0
午後   1 : 3 0～  2 : 3 0

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

ギャラリー展示

午後 2：00～3：00おはなしころりん

1日（土）・15日（土）　１日（土）・15日（土）

絵本の読み聞かせとやさしい工作の時間

2019 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

28 29

絵本原画展

今
月
の
行
事

すずきもも　

30

おはなしタイム
小学生向（む）けのおはなし会だよ！

５日（水）・19日（水）・26日（水）５日（水）・19日（水）・26日（水）

　6/11（火）～ 14（金）

蔵書点検のためお休みします

夏休み映画会

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

おはなしころりん

図書整理休館

6 ／ 15 （土） ～　７／ 14 （日）

くわしくは、 来月号とチラシをみてね！

おはなし
ころりんミニ

らい　げつ　

え ほん    さっ か

図書館にある約 10 万冊すべての本を
引き出して、バーコードを通し、

本をチェックします！

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

←　蔵書点検（ぞうしょてんけん）のため、お休みします　→

え　　ほん　　　　げん　が　てん

大人の図書館講座
（申込制）

とくべつ　　ぎょうじ

よ　こく

特別行事特別行事 来月の

予告！

きょく　　　や　

かく　はた　ゆう　すけ　　　　　たび

こども向け

こども向け

中高生～おとな向け

うみ　　　　　　　　　　　　　なか　ま

はな　び

おたのしみに！

らい　げつ　

よ　こく

らい げつ ごう

てんじ

き　　おく　　　　か　な　た


