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『ルルとララのおまじないクッキー』

　リスのロティから 「食べるとねがいがかな

う “おまじないお菓子（かし）” を作って」

とたのまれた、ルルとララ。ふたりは、スペ

インに昔 （むかし）から伝わる幸運 （こうう

ん）のおまじないクッキーを作ることに…。

　クッキーのかんたんレシピがもりだくさんの

楽しいお話だよ。

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 1 年生）

2019-2020年

12 ／ 1 （日） ～ 25 （水）

ギャラリー展示

特別行事 12 ／７ （土） 10:30 ～ 11:30

白川 ののは ちゃん絵を描いてくれたのは、

その他の行事は、
中をみてね！

図書館ギャラリーの大きなクリスマスツリーのまわりに

クリスマスの絵本などをたくさん集めて展示するよ。

小学５・６年生有志による人形劇もあるよ！

サンタさんもくるかも？！　おたのしみに☆

「クリスマス絵本展」

とくべつ　ぎょうじ

　　　　　　　え　ほ　ん　て　ん　　

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

か　　　　　　　　え　　　　　　ほん

てんじ

「おはなしころりん
　クリスマススペシャル！」

しらかわえ　　　　か

かりに
きてね！

ほか　　　　ぎょうじ



※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

『みみみみ』

　すとう あさえ／ぶん，あおき ひろえ／え

　女の子のみみ、くまのみみ、ねこのみ

み、りすのちいさなみみ、ぞうのおおき

なみみ…。いろんなかたちのみみがどん

どんでてくる。みんなちがう、おもしろい

みみがいっぱいのゆかいな絵本。

『そんなにみないでくださいな』

ひらぎ みつえ／作

『ねんねしたら サンタさん』

おすすめの本

　今日は、冬至。庭のゆずの木に実がいっぱいなっ

たので、あっくんはゆずやさんになりました。あっ

くんが「ゆず、いりませんかー」と言うと、うさ

ぎちゃんが「ゆず、くださいな」とやってきて…。

　今年最後の大仕事をクリスマスまで

に仕上げようと、工事現場で休まずは

たらくくるまたち。クリスマス・イブの

夜、帰り道でプレゼントを見つけ…。

　のりものが大好きな子どもたちにお

すすめのクリスマス絵本。

『 ぽかぽか ゆずおふろ』

accototo／作川之上 英子・川之上 健／さく・え
　うさぎ、ピーマン、おばけ…。見つめ

られてはずかしくなった彼らがとった

行動とは? 

　「そんなにみないでくださいな」とい

うくり返しのリズムが心地よい、赤ちゃ

んから楽しめる絵本。

とよたかずひこ／さく・え 

『おもちさんがね』

『おしょうがつバス』『はたらくくるまたちの
 クリスマス 』

　大晦日の夜。十二支の動物たちは、

だれが一番先に初日の出を見るか、な

がめのいい丘まできょうそうします。

　除夜の鐘の「ごーん」という音がす

ると、みんないっせいに出発！　

　出おくれたバスとねずみたちもあわ

てて出発し…。

　サンタさん、くるよ。ねんねしたら、

くるよ。ほらあそこ。クリスマスツリー

を飾ったへやで、ベッドにくつしたをさ

げたこどもたちがねむりにつくと…。

　あなをうごかすとサンタがあらわれ

るしかけ絵本。

藤本ともひこ／作絵 
　

とうじ

『きらい きらい！』
　武田 美穂／作・絵 

『おたんじょうびのおくりもの』

　きらいなもの、なーに? わたしは、

にんじん。ぼくは、おさかな。ぼくは、

おにく。でも、でもね、大人になったら

きっと…。

　子どもたちにとって重大な「好き

きらい」のもんだいを、楽しくあたたか

く描いた絵本。

　今日はうさぎのみみーのたんじょ

う日。すっかり　わすれていたぴょ

んぴょんは、たんじょう日のおくりも

のをかんがえました。あまり急なの

で、何もあげる物がありません。

「どうしよう」とこまっていると･･･。

　3人のおもちさんが、よいしょ、よい

しょと火鉢に掛かった梯子を登っていき

ます。ぽかぽかあたかい網の上に、ごろ

んと横になったおもちさんたちは、いい

色になって…　ごはんの時間が楽しく

なるおいしい絵本。

　むらやま けいこ／さく，やまわき ゆりこ／え 

シェリー・ダスキー・リンカー／文，

AG.フォード／絵，福本 友美子／訳 

（はじめての行事えほん　冬至) 

にわ み

とうじ

こうどう

かざ

ひばち　　　　かか　　　　　　　はしご　　　　のぼ

かれ

あみ

さいご　　　　おお　しごと

こうじ　げんば

あおおみそか じゅうにし　　　　どうぶつ

はつひ　　　　で

じょや　　　かね

しゅっぱつ

で

きゅう
じゅうだい　　　　す



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

『RESCUE 』   
　はたらくのりもののしくみ 

 
 
』

　レスキュー隊といっしょに出動

しよう! 世界で活躍する消防ポンプ

自動車や、救急ヘリコプターなど、

救急や救命のための乗りもののしく

みをイラストで紹介するとびらを開け

るとしくみがわかるしかけ付き。

　花屋、アイドル歌手、サッカー選手な

ど、自分の好きな仕事で人々を幸せに

したいと考えた、王様の10人のこども

たち。王様のあとをついだのは…? 

　色々な職場のようすがこまかく描か

れた楽しい絵本。

  隅田川をのぼってきた船から飛び出し

たのは、18尾のお魚たち。まず雷門で

記念撮影したら、待ちに待った、浅草観

光のはじまりはじまり。

　大迫力のクレヨン画で描く、めくるめ

く魚類観光エンターテインメント絵本。

三浦 太郎／作 

ジェシー・オリベロス／文，ダナ・ウルエコッテ／絵，落合 恵子／訳

スティーヴン・ビースティ／さく，青木 亮澄，松田 理歩／訳 

加藤 休ミ／作  

『やぎのグッドウィン』 『 おうさまのこどもたち 』

『みんなのおすし』

『とんでいったふうせんは』

『あさくさかな』

ローリー・ウォールマーク／文，

ケイティ・ウー／絵，長友 恵子／訳

 　へい、らっしゃい! うちのおすしは、

みんなのおすし。ちょっと変わったお客さ

んにも、ぴったりのおすしを握りますよ。

　おなかをすかせたお客が集まる、ふしぎ

なおすし屋さんの絵本。しかけ付き。

　人生の50年以上を費やしてコンピュー

ターの問題に取り組んだグレース。誰もが

プログラミングができるようにと、人間の

言葉を読み取るプログラムを作り…。

　プログラミングの女王、グレース・ホッ

パーの生涯を描いた伝記絵本。

『グレース・ホッパー』

　みんなが持っている「思い出」のふうせん。

ある日、おじいちゃんの手を離れてふうせん

が飛んでいったのに、おじいちゃんは気づか

なくて…。アルツハイマー病を発症したおじ

いさんと、優しい孫の姿を描いた絵本。

『おおゆき』
最上 一平／作，加藤 休ミ／絵

たい　　　　　　　　　　　　しゅつどう　　

ドン・フリーマン／さく，こみや ゆう／やく 

『ゆめみるどうぶつたち』
　　イザベル・シムレール／文・絵，石津 ちひろ／訳

にぎ

   人だけでなく、どうぶつたちも夢をみ

ます。その場所や時間は、じつにさまざ

ま。空で、海で、森で、草原で。ほんのひ

とときだったり、何か月もの間だったり

…。夢みるどうぶつたちの不思議な世界

へ誘う絵本。

  ゆうきとだいきの住んでいる雪国に、

今年もたくさんの雪が降りました。

　大みそかの朝、ゆうきたちの家の前の

国道で、多くの車が動けなくなっていま

した。ゆうきたちも町の人たちも、困っ

ている人たちを助けはじめ…。

　やぎのグッドウィンは、おいしいご

みをくちゃくちゃかむのが大好き! と

ころが、それが思いがけない騒動をひ

きおこし…。作者が若いころに、じっ

さいに出会ったやぎとの楽しい思い出

をモチーフに描いた絵本。

レスキュー

はらぺこめがね／作 

せかい　　　かつやく　　　しょうぼう

じどうしゃ　　　　　きゅうきゅう

きゅうきゅう　きゅうめい

　そうどう

　かしゅ　　　　　　　　　　　せんしゅ

　しごと　　　　　　　　　しあわ

　かんが　　　　　　おうさま

　しょくば

ゆきぐに

こくどう　　　　　　　　　　　　　　うご

こま

たす

あつ

きねん　さつえい９　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　あさくさかん

すみだがわ

いざな

かみなりもん

こう

だいはくりょく

ぎょるいかんこう

はな

はっしょう

まご

つい

しょうがい

おさかなかんこう

プログラミングの女王



ものがたり

『まよなかのくしゃみたいかい』

　中村 翔子／作　荒井 良二／絵

真夜中の動物園。みんな集まって何を

しているのかと飼育係のげんさんがの

ぞいてみると、動物たちがくしゃみ大

会を開いていて…。

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 12 』
廣嶋 玲子／作　jyajya／絵

その駄菓子屋は、幸せと不幸のわかれ道。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。駄菓子屋「銭天堂」を舞台

にした不思議なおはなし。

今月のおすすめ本

『黒魔女さんのハロウィーン★大パニック !』
石崎 洋司／作　亜沙美／絵

藤田 香キャラクター原案

目指せ黒魔女 1 級！ 

チョコは内申点をか

せぐため、「ゲイジン

グ」にチャレンジ！

『きみひろくん』
いとう みく／作
中田 いくみ／絵

神戸 遙真／作
井田 千秋／絵

『南河国物語』

濱野 京子／作　Minoru／絵

黄砂舞う大陸のとある国に、あらぬ

疑いで囚われの身となった不運な父

娘がいた。南河国古代史に残る伝説

の侍女、紅玉の物語。

『まじょかもしれない ?』

服部 千春／作　かとう ようこ／絵

お向かいのうちのおばあさん、モモ

コさんは、自分は 300 歳の「まじょ」

だといいます。ほんとかな ? ナナ

ちゃんは興味津々で…。

『魔法使いマーリンの犬  続
　　　　　　　　  ハナキキと聖杯』

エリック・カーン・ゲイル／作
大山 泉／訳

『だれもしらない

  図書館のひみつ』

『ぼくのまつり縫い』

北川 チハル／作
石井 聖岳／絵

『名探偵カッレ

　　　城跡の謎』
アストリッド・リンドグレーン／作

菱木 晃子／訳
平澤 朋子／絵

『湖の国』

　柏葉 幸子／作
佐竹 美保／絵

『鬼遊び 3 』

廣嶋 玲子／作
おとない ちあき／絵

髑髏の手まり歌

6 年 1 組黒魔女さんが通る !! 09

知らずに鬼をよび

よせてしまった子

どもたちに訪れる

「恐怖」の物語。

し おに

こ

おとず

きょうふ ものがたり

暴走少女、国をすくう ? の巻

手芸男子は好きっていえない

ねん くみ くろ まじょ とお

くろまじょ だい

め ざ くろまじょ

ないしんてん

きゅう

としょかん

まよなか どうぶつえん あつ なに

しいくがかり

どうぶつ たい

かい ひら

む

じぶん さい

きょうみしんしん

なん が こく ものがたり
ぼうそうしょうじょ くに

こうさ ま たいりく くに

うたが とら み ふうん ちち

むすめ なんがこく こだいし のこ でんせつ

じじょ こうぎょく ものがたり

めいたんてい

じょうせき なぞ

おに あそ

しゃれこうべ て うた

『トリッククラブ』

粟生 こずえ／作
あさひまち／絵

『12 のバレエストーリー』
スザンナ・デイヴィッドソン／再話

ケイティ・デインズ／再話
ミーガン・カリス／再話

サラ・コートールド／再話
イボンヌ・ギルバート・ナノス／絵

西本 かおる／訳

さっかく

みずうみ くに まほうつか いぬ ぞく

せいはい

だ が し や ぜにてんどう

だ が し や しあわ ふ こう みち おんな

しゅじん べに こ きゃく うんめい だ

ほんろうが し がだ し や ぜにてんどう ぶたい

ふ し ぎ

バレエで上演され

る有名な物語。

じょうえん

ものがたりゆうめい

キミは 18 の錯覚に
だまされる !

ぬ

しゅげいだんし す



『ねんどのパン屋さん
　　　　　　メロンパン、クロワッサンほか 』

やく た

ぼうさい

べんきょう

『もうひとりの偉人伝』

真山 知幸／著
こざき ゆう／著

日本科学未来館／編著　朝日小学生新聞／編著
池田 圭吾／イラスト

医学から生物学、地学まで、スゴイ発見や

発明をした 29 人の日本人科学者を取り上

げ、研究の最前線を紹介。

『わきだせ ! いのちの水』

『古代遺跡のサバイバル 1 』

たけたに ちほみ／著

洪 在徹／文　文 情厚／絵
Lee Sora ／訳

アマチュア考古学者のパパと息子のウ

ジュは、始皇帝陵で地震に見舞われ、

地下都市に墜落し…。楽しく読めるサ

バイバル科学漫画。

『安倍晴明』
加来 耕三／企画・構成・監修

後藤 ひろみ／原作
玉置 一平／作画

天文や暦、占術を司る「陰陽道」を極

めた天才陰陽師、安倍晴明。呪術を操

り、天皇家や藤原道長、そして平安京

を守護した安倍晴明の人生。

2024 年（令和 6 年）に変わるお札の

肖像画のモデルとなる３人は、いつの

時代に何をした人たちか。今日の日本

にどれだけの意味をもっているのか。

楠木 誠一郎／著

鈴木 尚子／監修

『とべる ! なわとび』
藤子・F・不二雄キャラクター／原作

戸田 克／指導

すてきな毎日をすご

せるようになる、時

間の上手なつかいか

たレッスンブック。

なわとびが上達す

るヒミツがわかる

本。技やポイント、

練習のしかたを、

楽しく学べます。

持続可能な国際支

援を目指した大野

篤志さんの実践を

伝える。

織田信長の教育

係・平手政秀な

ど、「もうひとり

の偉人」を紹介。

マンボウが世界に 3

種いることを突き止

めた「マンボウ博士」

の水族館レポート。

「もしも」のときに役に立つ !

『防災クッキング 3 』 
自分を守る ! 食べもののそなえとじゅんび岡田 ひとみ／作

自然災害のしくみから、食べものや水の備

蓄、さまざまな災害食、衛生までを解説。

フランスパン、メロンパン、ドーナツ、

プレッツェル…。ミニチュアのパン

をねんどでつくってみませんか ? 空

き箱のパン屋さんのつくり方も紹介。

澤井 悦郎／著

今泉 マユ子／著

『日本のスゴイ科学者』
29 人が教える発見のコツ

『マンボウは上を向いてねむるのか』

マンボウ博士の水族館レポート

こだい いせき

『お札に描かれる偉人たち』あべの せいめい

にほん

にん おし はっけん

秦の始皇帝陵編  1
しん しこうていりょうへん

かがくしゃ

いじんでん

おだ のぶなが きょういく

がかり ひらて まさひで

いじん しょうかい

コミック版日本の歴史 71 平安人物伝

てんもん こよみ せんじゅつ つかさど おんみょうどう きわ

てんさい おんみょうじ あべの せいめい じゅじゅつ あや

てんのうけ ふじわら みちなが へいあんきょう

しゅご あべの せいめい じんせい

いがく せいぶつがく ちがく はっけん

はつめい にん にほんじん かがくしゃ と あ

けんきゅう さいぜんせん しょうかい

みず
日本伝統の上総掘り井戸をアフリカに
にほんでんとう かずさ ぼ いど

じぞく かのう こくさい し

えん め ざ おおの

あつし じっせん

つた

ばんにほん れきし へいあんじんぶつでん

『大人になってもこまらない !

時間のつかいかた』

おとな

じかん

まいにち

じ

かん じょうず

じょうたつ

ほん わざ

れんしゅう

たの まな

さつ えが いじん

渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎
しぶさわえいいち つ だ うめこ きたざとしばさぶろう

ねん れいわ ねん か さつ

しょうぞうが にん

じだい なに ひと こんにち にほん

い　み

こうこがくしゃ むすこ

しこうていりょう じしん み ま

ち か と し たのついらく よ

かがく まんが

すいぞくかんはかせ

うえ む

せかい

しゅ つ と

はかせ

すいぞくかん

や

あ

ばこ や かた しょうかい

じぶん まも た

しぜん さいがい

ちく さいがいしょく

た

えいせい

みず び

かいせつ



「だれのあしあと？」のほん「だれのあしあと？」のほん「だれのあしあと？」のほん
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！ (コーナー参加者募集中！)
★ひかりちゃんが好きな本は？　

★みんなにおすすめの本は？ 

シャーリー・パレントー／ぶん
デイヴィッド・ウォーカー／え
福本 友美子／やく 

照沼 まりえ／脚色・構成
四分一 節子／絵

今月のおともだち

　みずいろでみずたまもようのくま
と、ぴんく、おうどいろ、やまぶき
いろのくまがでてきて、みずいろは
まじょ、やまぶきいろはぼうし、お
うどいろはおひめさま、ぴんくはさ
いしょはおひめさまだけど、おうど
いろにあげました。

　わたしはへびどしです。がんじつ
のあさ、かみさまがいるやまにいっ
た 12 ひきのどうぶつたちのおはな
しです。ねこがねずみにだまされた
ところがおもしろいです。ねずみが
うしにのったのが、だめだとおもい
ます。

　いつもいろいろなおはなしをしてくれるひかりちゃん。放課後おはなしタイ

ムのカードには、とてもきれいにシールをはって、たいせつにしてくれてあり

がとう。これからもおはなしをききにきてくださいね。
小野　ひかり ちゃん

（１年生）

お の

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

まほちゃんは、あしあとを
たどって、おとしものをと
どけることに…。ゆきが
ふったあさのおはなし。

おおゆきのふったよる、
どうぶつえんのゆきのう
えに、ふしぎなあしあと
をみつけたのです。

いちめんのゆき、たくさ
んのゆき、あのあしあと
はだれのかな ? 

ゆきのあと、たどって、たどって…

種村 有希子／作・絵

『だれのおとしもの?』

こうの あおい／著

『ふゆ』

あべ 弘士／さく

『雪の上のなぞのあしあと』

『ハロウィーンくまちゃん』

『12支のはなし』
し

ゆき うえ

かがくのとも傑作集
けっさくしゅう



『子どもの病気おうちケア』

　子どもの具合が悪く
なった時、どんなケ
アが必要 ? 病院に
行った方がよい ? す
ぐに必要な情報を満
載。 症状別の対処法
から、かかりやすい
病気のポイント、災
害時のケア & 対策ま
で、マンガと図表で
わかりやすく解説。 　

 「親にされたようなこ
とを自分の子どもに
はしたくない」 と感じ
ている大人に向け、
子育てをめぐる様々
な人間関係を取り上
げて、 子どもに対し
てやってはいけない
ことを解説する。

お父さん、お母さんへおすすめの本

上映会♪

『 後悔しない子育て』 
佐久医師会教えて ! ドクタープロジェクトチーム／著，
江村 康子漫画 ・ イラスト 

～世代間連鎖を防ぐために必要なこと

とくべつ　じょうえいかい

じょう えい かい

図書館のスクリーンで　みんなで映画をみよう！

「スノーマン」

１／11（土）

『心躍る立体
クリスマス刺しゅう』

　 ク リ ス マ ス を
テーマにしたクロ
スステッチの作品
を紹介。 額に入
れて 1 枚絵で楽
しむツリー、 立体
クリスマスツリー、
ふっくらかわいい
オーナメントなど
を掲載。

　～かわいいクロスステッチ
　パターンとツリー & オーナメント 信田さよ子／著 

１／12（日）

（高学年～おとな向け）

（おとな向け）

12 ／22（日）

12 ／25（水）

（子ども～おとなまで）

「Mr. ホームズ」

「スノーマンとスノードッグ」

「海よりもまだ深く」

～夢見た未来と違う今を生きる元家族の物語

～名探偵最後の事件

☆午前 10:30 ～ /☆午後 ２:00 ～

出演 / 阿部寛、 真木よう子、 樹木希林ほか

出演 /ｲｱﾝ･ﾏｯｹﾗﾝ,ﾛｰﾗ･ﾘﾆｰ, 真田広之ほか

じょう えい かい

☆午前 10:30 ～ 11:00
☆午後 1:30 ～ 2:00

☆午前 10:30 ～ 11:00
☆午前 ３:00 ～３:30

映像と音楽でおくる心あたたまる ファンタジー☆

上映会♪

とくべつ　　じょうえいかい

お
め
でと
う！

お
め
でと
う！

どくしょ　つうちょう さつ　  め　　　　　　  　さつ　め

10 月に読書通帳を達成したお友だちを紹介します！

読書通帳
やったね！
やったね！

井上　詩菜ちゃん（小５）
いのうえ　　　しいな

たっ　せい

くわしくは

チラシを

　みてね！

ましま　かなと

真島　奏杜くん（小５）

達　成！
読書通帳　１冊目 ・ ２冊目

達 成！

これからも図書館や
学校の図書室で、
お気に入りの本を
たくさん読んでね。

１冊達成！
２冊達成！

いしやま　あやな

石山　絢菜ちゃん（小２）

12 月１月の特別上映会



12月12月

１月１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

12/12（木）・26(木)・1/９(木)・23(木)

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

【開館時間】

年越し・新春福袋！
どんな本がはいってるかは
あけてからのおたしみ！

年越し １２月２８日 （土）

新　春 １月７日(火） 放課後放課後

午後 2：00～3：00

午後 3：00～3：30

おはなしころりん
12/21（土）・1/18(土)　
絵本のよみきかせとやさしい工作をつくるよ！

おはなしタイム
小学生むけのおはなし会だよ！

12/4（水）・11（水）・18（水）・1/15(水)・22(水)・29(水)

おはなしころりん
スペシャル！

おはなし
ころりんミニ

おはなし
ころりんミニ

おはなしころりん

図書整理休館

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

放課後
おはなしタイム

クリスマス上映会 クリスマス上映会

放課後
おはなしタイム

年末休館

今月・来月の行事
１２月15日（日）～２8日（土）
ひとり２０さつ　３しゅうかんかりれます！

たくさん本をかりにきてね！

年越し福袋

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

日 月 火 水 木 金 土

おはなし
ころりんミニ

おはなし
ころりんミニ

おはなしころりん

図書整理休館

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

新春映画会

新春映画会

年末休館

新春福袋

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

年末休館

親子で楽しむ、赤ちゃん・幼児向けのおはなし会


