
フランチェスカ・サンナ / 作，なかがわ ちひろ / 訳

☝絵を描いてくれたのは･･･西村　日里　ちゃん！

7･8月号
ぶっくなび
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『ひみつのビクビク』

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ひっこすと、

ビクビクはどんどん大きくなっていき…。

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

(１年生）

2019年

片岡  怜ちゃん (５年生）

　　　　おめでとう！

水口 優花ちゃん (５年生）

にしむら　　あかり

かたおか　れい みずぐち　ゆうか

どくしょ　つうちょう

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

   読書通帳がいっぱいになったお友達のご紹介！

 ３冊目達成！  1冊目達成！



※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

『かくれんぼでもういいかい』

  家の中でかくれんぼをしたくなった、

じゅんちゃん。目をつぶって、「もういい

かい」と言ってみると、いろんな場所から、

「もういいよ」という動物たちの声がしま

した。さあ、かくれんぼの始まりです!

『こ～ちょこちょ』

デイヴ・エガーズ/文，レイン・スミス/絵，
青山 南/訳 

『あしたはきっと』

おすすめの本

 豊かな時間を育む、

赤ちゃんのための

絵本シリーズ。

ステファニー・ババン/文，ナタリー・シュー/絵，
                                   大浜 千尋/訳 

　海の世界を探検しよう! ざらざら

したサメの皮フ、でこぼこのカメの

こうら、きらきらひかる魚のうろこ…。

　さわって楽しい海の生きものにつ

いて学べるしかけ絵本。

『できるかな?どうぶついえるかな  』

　にへい たもつ/作，わたなべ さとこ/絵やぎた よしこ/ぶん，わかやま しずこ/え

   こちょこちょ遊びが好きな小ぐまが動

物たちをこ〜ちょこちょ。つぎのページ

で、動物たちが大わらい。

  いっしょに“こちょこちょ”してみよう！

参加型の楽しい絵本。

いもと ようこ/作 

『できるかな？かぞえてみよう１・２・３』

『ゴートンさんのじゃがいも』『さわれるまなべる   うみのいきもの』

　やぎのゴートンさんは、自分の畑でとれ

たじゃがいもを村の仲間にわけてあげるこ

とにしました。喜んだみんなはじゃがいも

のお礼に何をするのでしょうか?

 じゃがいも料理がいっぱいの絵本。

　あしたはきっと、空がみえるよ。ひょっとすると、

青空かも。あしたはきっと、いいにおいにであうよ。

みたこともない、なまえもしらない花の。あしたはきっ

と、最高よ。そんな世界にあなたはいるんだから･･･。

　すべての年代におすすめの前向きになれる絵本。

柿田 ゆかり/作・絵

『おかいものなんだっけ？』『999 ひきのきょうだいの
　ほしをさがしに』

  999匹のかえるの兄弟が夜空を眺めて

いると、小さな星がスーッと流れていきま

した。星の弟が落ちた! 迷子になっちゃう! 

みんなで落ちた星をさがしに、出かけまし

たが…。999ひきシリーズの第5弾。

　　　宮野 聡子/作 

　日曜市でお母さんから買い物を頼ま

れたさきちゃんとしゅんくん。トマト、

いか、ウインナー、とろとろチーズなど、

全部で7つ。姉弟ふたり、力を合わせ

てぜんぶ買うことができるかな?

　 おつかい気分が味わえる絵本。

ばしょ 

　　　木村 研/文，村上 康成/絵 

『こんどは　なに　はこんでるの？』

スズキ サトル/さく  

　ダンプカー、郵便車、トランスポー

ター、動物運搬車、観光バス…。

 　はたらく車が何を運んでいるのか、

どんな仕事をしているのかが、ページ

をめくるとわかるしかけ絵本。。

どうぶつ　　　　　こえ

はじ

ゆた　　　　じかん　　　はぐく

せかい　　たんけん

ひ

ひき　　　　　　　　　　きょうだい　　よぞら　　なが

おとうと　お　　　　　　　まいご

さいこう

　あそ　　　　　す

ゆうびんしゃ

どうぶつ　うんぱんしゃ　かんこう

はこ

しごと

じぶん　　　はたけ

なかま

よろこ

れい　　　なに

りょうり

にちよういち　　　　　　　　　　　　　　　か　　もの　　たの

ぜんぶ　　　　　　　　　きょうだい　　　　　　

きぶん　　　あじ



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

『あなたはちっともわるくない』

安藤 由紀/著 

　ぼくが悪い子だからお母さんにぶ

たれるんだ。そう思っていたちびくま。

でも「それは違うよ」と教えてもらい

…。虐待を知り、虐待をのりこえるた

めの絵本。巻末に解説もあります。

  マスクやゴーグルをつけた「化学物

質過敏症」の転校生がやってきた。

 他の子の服についた洗剤のニオイで

も苦しくなるから、クラスのみんなは

近づけない。けれど1人だけ、近くで話

せる子が現れて…。

  モグとアオメは、かわうその兄弟。

「絶体絶命」でなければ化けるな、とア

オメに言われていたのに、モグは人間の

娘に化けて…。

  ハラハラ、ドキドキの、こわくて、たの

しいお話。

「とくかすめ とくとくかすめ 放ち鳥」 

小林一茶、正岡子規、松尾芭蕉といっ

た有名な俳人の句を、美しいイラスト

とともにバイリンガルで紹介。

　俳句の魅力を伝える絵本。

 

　武濤 洋/さく，吉野 あすも/えソフィー・ブラッコール/さく，
山口 文生/やく 

マック・バーネット/文，
ジョン・クラッセン/絵， 
長谷川 義史/訳 

　エスペランザ・ラミレス・クリステンセン/著，Tracy Gallup/画

『おーい こちら灯台』 『転校生は かがくぶっしつ  かびんしょう』

『マンマルさん』

『字のないはがき』

『My First Book of  Haiku Poems  』
 　辻村 深月/作，今日 マチ子/絵，
    瀧井 朝世/編 

　サンカクさんとシカクさん、マンマル

さんの3人は、かくれんぼをして遊ぶこ

とに。ところが、サンカクさんが約束を

破ってしまい…。マック・バーネットのお

話を大阪弁訳した文と、ジョン・クラッセ

ンのイラストが楽しい絵本。

　戦争中、疎開するちいさな妹に、お父

さんは「元気な日は、はがきにまるを書

いてポストにいれなさい」と言って、たく

さんのはがきを渡し…。（妹と父のエピ

ソードを綴った向田邦子の名エッセイを、

角田光代と西加奈子が絵本化。）

　女の子たちの間で、好きな人に「好き」っ

て言うのが流行っている。でも、もし「好

き」って言って、嫌われたらどうしよう。

そう思うだけで胸が苦しくなる。この気持

ちは「好き」? 　それとも…。

（だいじょうぶのえほん　２）

『すきっていわなきゃだめ ?  』

  小さな島のてっぺんに建つ灯台に、新

しい灯台守がやってきた。レンズを磨き、

油をつぎ足し、遠くの海まで光を送る。

船を安全に導くために…。 

  灯台での暮らしが情感ゆたかに描かれ

た絵本。

『かわうそモグ』

向田 邦子/原作，角田 光代/文，
西 加奈子/絵 

まい　　ふぁーすと　　　　　ぶっく　　　　 おぶ　         は い く　　            ぽえむす

　とう　だい

/作，/訳

『やんばるの少年』
たじま ゆきひこ/作

  沖縄県のやんばるの森は、ぼくと弟の

げんた、ハルコのあそびばです。だけど、

アメリカ軍に森の木は切り倒されてし

まい、ぼくたちは森がこわされていくの

を見ていました。それからハルコは学

校を休んでいて…。

小森 香折/文，長谷川 義史/絵 

（恋の絵本②）

しま　　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　

とうだいもり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みが

あぶら　　　　　た　　　　　とお　　　　　　　　　　ひかり　おく

ふね　　　あんぜん　みちび

く　　　　　　じょうかん　　　　　　　　　えが

　わる　

ちが

ぎゃくたい

かんまつ　　　かいせつ

てんこうせい

かがく　ぶっ

しつ　かびんしょう　　　てんこうせい

ほか　　　　　　ふく　　　　　　　　　せんざい

くる

ちか

あらわ

あそ

やくそく

ぜったいぜつめい　　　　　　　　　　　　ば

やぶ

おおさかべんやく

むすめ

たお

おきなわけん

せんそうちゅう　そかい　　　　　　　　　　　　いもうと

わたし

こばやし　いっさ　　まさおか　しき　　　まつお　ばしょう

ゆうめい　　はいじん　　 く

みりょく

はや

きら

むね　　くる



ものがたり

『しまうまのたんけん』
　トビイ ルツ／作・絵

さばくのおしろのおうさまから、み

つけたらしあわせになれるといわれ

ている「まぼろしのどうぶつ」のこ

とをきいたしまうまのこどもは、た

んけんにしゅっぱつしました。さい

しょにはっけんしたのは…?

『タテルさんゆめのいえをたてる』

『ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし』

絵本作家ワンダ・ガアグの、いきいきとした

再話とユーモアあふれる絵でおくるグリムの

ゆかいなむかしばなし。「かしこいおよめさん」

「三まいの鳥の羽根」など３つのおはなし。

グリム／著　ワンダ・ガアグ／編・絵
松岡 享子／訳

今月のおすすめ本

『空色トパーズと

　 あたらしい友だち』
あんびる やすこ／作・絵

いつでも友情を思

い出せるおそろい

のジュエリーをつ

くってほしいとい

うお客さまが来店。

『ディセンダント』
リコ・グリーン／著

ジョーサン・マクギボン／脚本
サラ・パリオット／脚本

長尾 莉紗／訳

田中 啓文／作
朝倉 世界一／画

『ぼくがいちばんききたいことは』
アヴィ／著　青山 南／訳

両親が離婚し、お母さんと暮らして

いるデイモン。でも、お父さんと暮

らしたくて、お父さんがいるはずの

家に出かけるが…。「家に帰る」を

はじめ、さまざまなかたちの「家族」

をめぐる 7 つのお話。

『ソラタとヒナタ みえない星空 』

かんの ゆうこ／さく　くま あやこ／え

あるひ、くいしんぼうのいたちにで

あった、くまのソラタ。はちみつパ

ンとひきかえに、じょうずにそだて

ると、ことばをおぼえるという、い

しをもらいますが…。

エリン・ハンター／作

『貞子』 『落語少年サダキチ  さん』

鈴木 光司／原作
山室 有紀子／文

杉原 憲明／映画脚本
あきづき りょう／絵

『火狩りの王 ２ 
　　　　　　影ノ火』

日向 理恵子／作
山田 章博／絵

間部 香代／作
三木 謙次／絵

『月の光を飲んだ少女』
ケリー・バーンヒル／著

佐藤 見果夢／訳

ステファン・テマーソン／ぶん
フランチスカ・テマーソン／え

清水 玲奈／やく

じぶんのいえを、たてることにし

たタテルさん。ところが、つぎつ

ぎにハプニングがおこって…。

ほしぞら

赤ん坊を、いけ

にえに捧げる町。

でも、赤ん坊は

善良な魔女に助

けられ…。

ムーンヒルズ魔法宝石店 ２
まほう ほうせきてん

そらいろ

『ウォーリアーズ 4-5

　　　　忘れられた戦士』

さだこ

えほん

さいわ え

とりさん はね

さっか

らくごしょうねん

『よろしく
        　 パンダ広告社』

こうこくしゃ

ひ か おう

りょうしん りこん く

かげ ひ

の

ぜんりょう まじょ たす

あか ぼう

ささ

わす せんし

ゆうじょう おも

きゃく らいてん

とも



べんきょう

『からだの細菌キャラクター図鑑』

岡田 晴恵／監修
いとう みつる／イラスト

　サビーナ・ラデヴァ／作・絵　福岡 伸一／訳

なぜいきものは環境にあわせて、さ

まざまなみかけや性質をみにつける

ことができるのか。ダーウィンの「種

の起源」を、うつくしい絵と文章で

わかりやすく語りなおす。

『庭に咲く花えほん』

『新渡戸稲造』

前田 まゆみ／作

文月 鉄郎／漫画
藤井 茂／監修

日本人の考え方を海外に紹介した本「武

士道」を出版したことで知られ、国際

連盟の事務次長も務めた新渡戸稲造の

人生をまんがで紹介する。

『アレルギーのサバイバル ２ 生き残り作戦』
ゴムドリco.／文　韓 賢東／絵

HANA Press Inc.／訳

自然の中でアレルギー患者を治療する

というキュー監督のドキュメンタリー

に参加したジオ。嵐の中、キャンプ地

から脱出を決心したジオたちだが…。

日本の元号大事典編集委員会／編著

日本初の元号「大化」から「令和」まで、

248 の元号を、主なできごと、当時

の文化などをかいせつしています。

「元号の決め方」「元号に使われた漢

字ベスト 10」ものっています。

『あみちゃんの魔法のことば
　　夢をかなえる 15 の物語』

ふじもと みさと／文

『ドッグトレーナーに
なりたいきみへ』

鈴木 博房／著障がいをかかえて生

ま れ て き た、あ み

ちゃん。けんめいに

生きるあみちゃんが

伝える、心あたたま

る 15 の物語。

犬のこと、犬との生
活、心がまえ、やり
がい、向いている人。
警察犬指導士の仕事
やなり方を教える。

庭や花壇で育つ、花

を咲かせる植物を春

夏秋冬に分け、特徴

や育て方などをわか

りやすく紹介。

健康と深いつながり

のある身近な細菌の

特徴やはたらきなど

を紹介。

ラグビーの基礎知

識やプレーのしか

た、ラグビーをす

るうえでの心がま

えなどを、写真と

ともに紹介する。

大野 均／監修

『ダーウィンの「種の起源」はじめての進化論』

『はじめてのラグビー』
子どもたちに伝えたい技術と心がまえ

コミック版世界の伝記 44

まほう

『大化から令和まで 日本の元号大事典 』

トイプードルの警察犬アンズを育てた指導士の物語

に と べ いな ぞう

にわ さ はな

にほんじん かんが かた かいがい しょうかい ほん ぶ

し どう しゅっぱん し こくさい

れんめい

じんせい しょうかい

じ む じちょう つと

『生きものつかまえたら
どうする ?』 秋山 幸也／文

松橋 利光／写真
こば ようこ／絵

つかまえかた、もちかえ

りかた、かいかた、かん

さつのポイントなど、しゃ

しんでわかりやすい！

『海の生きものつかまえたら
どうする ?』 杉本 幹／文

松橋 利光／写真
こば ようこ／絵

ぎじゅつ こころつた

なかよくつき合って元気になる !

さいきん ずかん

かんきょう

せいしつ

え ぶんしょう

かた

しゅ きげん
しんかろん

ゆめ ものがたり

たいか れいわ にほん げんごう だいじてん

しぜん なか かんじゃ ちりょう

かんとく

さんか あらし ち

だっしゅつ けっしん

あ げんき

けんこう ふか

みぢか さいきん

とくちょう

しょうかい

けいさつけん そだ しどうし ものがたり

にわ かだん そだ はな

さ

かしゅうとう

そだ かた

しょうかい

わ とくちょう

しょくぶつ しゅん

こうさく

『うごく ! あそべる ! 超かんたん工作 1 ～ 6 』

ヒダ オサム／著
こどもくらぶ／編

ちょう

１. うごけうごけ ! 紙のおもちゃ
２. とんだとんだ ! とばせるおもちゃ

３. くるくるまわれ ! 回転するおもちゃ
４. どんどんすすめ ! のりものおもちゃ
５. みんなであそぼ ! ゲームのおもちゃ
６. まねっこできた ! なりきりおもちゃ   

さくせんのこい

うみ いい

かみ

かいてん

ばん せかい でんき



「ねがいごと」のえほん「ねがいごと」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！

『オニたいじ』

(コーナー参加者募集中！)

★ひとはちゃんが好きな本は？　

★みんなにおすすめの本は？ 

鳥飼 行博／監修
海野 そら太／漫画
登坂 恵里香／シナリオ

森 絵都／作
竹内 通雅／絵

今月のおともだち
　目も耳もきこえないけど、サリバ

ン先生といっしょに、言葉などを覚

えていくのが、すごくかっこいいと

思います。

　まめが、いろんな所にいって、と

くにごうとうはんの鼻のあなの中に

入った所と、うちゅうまでいくとこ

ろが、わたしはおすすめです。

　いつも元気にあいさつしてくれる一絆ちゃん。これからも、好きな本や

楽しい本をみつけに、図書館にきてくださいね。（図書館より）

『ヘレン・ケラー』

髙橋　一絆 ちゃん

（５年生）

たかはし ひとは

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

ともだちがいないたぬき
のポコくん。たなばたの
ひ、ポコくんはあるおね
がいをたんざくにかきま
す。

ねずみがながれぼしをみ
たよくあさ、ゆきのうえ
にみたことのないあしあ
とが…。ねずみは、あし
あとをおいかけていき…。

「うみくんに会わせてくだ
さい」 しほちゃんはほし
ぞらをみあげました。あ
まのがわでもおりひめと
ひこぼしはあえるかな…?

みんなは、たなばたにどんなねがいごとをするのかな？

ますだ ゆうこ／作

たちもと みちこ／絵

『たなばたウキウキ
　　ねがいごとの日 !』

内田 麟太郎／作　山本 孝／絵

『ねがいぼし
　　　かなえぼし』

しもかわら ゆみ／作

『ほしをさがしに』



特別行事のお知らせ

北海道にあるキャンプ
施設 324 カ所を、 特
徴がわかるよう細か
なデータ ・ 解説ととも
に紹介する。
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
設イエローページなど
も掲載。

『ひんやりさっぱり
　ゼリー寄せ』

スープにしたり、きれ
いな形に固めて前菜や
オードブルにしたり、た
れやドレッシングにア
レンジしたり。 和・洋・中・
エスニック風と、どんな
料 理 に も 合 っ て、メ
ニューの幅が広がる、
ゼラチンや寒天を使っ
たレシピを紹介。

お父さん、お母さんへおすすめの本

『北海道キャンプ場ガイド
　　　　　　　19-20』

　大越 郷子 / 著 

　亜璃西社 / 編

あ　お　ぞ　ら　と　し　ょ　か　ん

ちょうせんじょう

はなび

とくべつ　ぎょうじ　　　　　　　 し

な　つ　や　す　　　　　　　　　　え　い　が　か　い

くわしくは、チラシ・ポスターをみてね！

『皮膚は『心』を持っていた！

肌着のやわらかさはス
トレス、免疫に影響す
る。 だっこの多い子ど
もは情緒が安定し学力
も高い…。「第 2 の脳」
ともいわれる皮膚は、
感情に影響を与えてい
る。 仕事も人間関係も
うまくいく 「皮膚感覚」
の活かし方を紹介。

山口　創／著  

　「第二の脳」 ともいわれる皮膚がストレスを消す  

青空図書館８/２５（日）

ごご1：00～３：30

　☆あおぞらげきじょう

　　☆たんていクイズ

　　　☆つくってみよう！

　　　　☆あそびコーナー

　　青空の下で楽しもう！

＊図書館からの挑戦状！

　＊アリエッティのおうち

＊ようこそ！がらくた横丁へ

※雨の時は、としょかんの中でやるよ

＊こめぞ～とあそぼ！　＊「劇団「こけこっこ」の人形劇

☆図書館ギャラリーで8/21～9/8開催の
　“内海眞治 「絵皿と陶板画」展” もお楽しみに︕

夏休み映画会夏休み映画会

７／20 （土）

入場無料

　　　涼しい図書館の大スクリーンで映画をみよう！

『トムとジェリー』
　花火はすごいぞ

『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 ～ 角幡唯介の旅 　

７／19 （金） ７／21 （日）

よこ ちょう

くわしくは、

チラシ・ポスター

を みてね！

うみ　　　　　　　　　　　　　　なかま

きょく　や

きおく　　　　かなた　　　　　　　かくはた ゆうすけ　　たび

☆ごぜん
10 ： 30 ～ 11 ： 20

☆ごご
3 ： 00 ～ 3 ： 50

☆ごぜん
10：30 ～ 11：50

☆ごご
1：30 ～ 2：50

☆ごぜん
10：30 ～ 11：30

☆ごご
1：30 ～ 2：30

子ども向け
子ども向け

ティーンズ
～おとな向け

にゅうじょう　むりょう



８月８月
     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

【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 じかん

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）

7月7月
日 月 火 水 木 金 土

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

  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

午後 2：00～3：00

午後 3：00～3：30

おはなしころりん

ぎ

ょ

う

じ

今
月
の
行
事

おはなしタイム

おはなしころりん

おはなしころりん
絵本作家スペシャル

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

こども向け
夏休み映画会

図書整理休館

おはなし
ころりんミニ

ほうかご

放課後
おはなしタイム

ギャラリー展示ギャラリー展示

展示期間 ６月１５日（土） ～７月１４日（日）

こども向け
夏休み映画会

日 月 火 水 木 金 土

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

図書整理休館

おはなし
ころりんミニ

放課後
おはなしタイム

すずきもも絵本原画展

じゆうけんきゅう

自由研究の
ほんてん

本展

展示期間 ７月１９日（金）～８月１８日（日）

青少年読書感想文コンクール課題図書や
北海道青少年のための 200 冊も展示します。

８月

７月

8日（木）・22日（木）

6日（土）７月

８月 3日（土）・17日（土）

７月 3日（水）・10日（水）・17日（水）

21日（水）・28日（水）８月

７月１３日（土） ごご２じ～

おはなしころりん

絵本作家スペシャル
すずきももさんと絵をかこう！

開催中

絵本作家のすずきももさんによる

読み聞かせと野菜のおはなし。

絵をかくワークショップも！

えほん さっか

よ

え

き やさい

せいしょうねんどくしょかんそうぶん

ほっかいどうせいしょうねん さつ てんじ

かだい としょ

てんじきかん

てんじきかん

え ほん さっ か

え

え ほん げん が てん

ティーンズ～おとな向け
夏休み映画会

工作はおたのしみに！

かいさいちゅう

みんなでやさいの
えをかいてはたけのえを
かんせいさせよう！

みんなでやさいの
えをかいてはたけのえを
かんせいさせよう！

青空図書館


