
ぶっくなびぶっくなび１０月号

加来 耕三／企画・校正・監修
すぎた とおる／原作・瀧 玲子／作画

No.46

絵を描いてくれたのは

   佐々木　有実　さん！

（３ねんせい）

202１年

おともだちが描いた絵の本は

『伊達政宗』

奥州に覇を唱え、 「独眼竜」 と

恐れられた伊達政宗。 天下人の

秀吉、 家康に対抗し続けた武

将の苛烈な生涯を、 マンガでわか

りやすく描く。
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１０月１日（金）から

図書館は開館します。

マスクをつけて、本をたくさん

借りにきてね！
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おすすめの年令マーク

えほん

『おつきさまのパンケーキ』
三浦 太郎／さく・え

『アンパンマンとゆうれいせん』

おすすめ本

『あさだおはよう』
真珠 まりこ／作・絵

海野 あした／作

『だんごむしコーロコロ』
やなせ たかし／作・絵

い

まつ

せな けいこ／作

おおさわ

『まーるいまーるい』

おおなり 修司／文
丸山 誠司／絵

『ことりのおまじない 』

※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。

０、１、２才から ３、４才から

『どうぶつのおやこ』
きのした けい／作
小沢 陽子／絵

とろとろ、とろーり。夜空から、満

月がとけだしてたれてきたよ。バター

を入れたフラインパンでお月さまを

キャッチして、ジュージュー焼いた

ら、お月さまのパンケーキのできあ

がり ! ふしぎな食べもの絵本。

よ   ぞら

空からまーるいおひさまがぎらぎらと砂浜を

照らしています。砂浜のあなから出てきたまー

るい甲羅のかにさんと、海からあがってきた

まーるい頭と目のたこさんは、おひさまがし

ずんでから畑にすいかをとりに行くことに…。

ゆうれい せん　     の

幽霊船に乗り込んで町へやってきた

ばいきんまんたち。町はおばけがいっ

ぱいで、大騒ぎになるけれど、ふわ

ふわのおばけが相手では、アンパン

マンのアンパンチもきかない。 ジャ

ムおじさんは、なにか思いつき…。

『くまがうえにのぼったら』
アヤ井 アキコ／作

『ごしごしきゅっきゅっ』
ひろゆた／著

つぼ、どんぐり、茶釜、ランプ…。

絵本のページを、ごしごしきゅっ

きゅっって、こすってみよう。何

が飛び出してくるかな ? 

いろんな時計が鳴ると、野菜た

ちがとびおきて元気に朝をむか

えます。ところが、えだまめの

４兄弟の時計はいっしょに寝て

しまっていて…。

コロコロコロコロころがって、だ

んごむしはどこへいく。あれ ? あ

そこにあるのは、お花かな ? わあ、

へびだー ! つかまらないよう、つ

るんとすべって、コーロコロ。そ

のまま、ガムにぶつかって…。

「こ」をとる、ことりのおまじない。

やまねこから「こ」をとって、やま

ねにしたり、こさめから「こ」をとっ

て、そらからさめをふらせたり。こ

とりは、「こ」をたすひみつのおま

じないももっていて…。

おも

松の木にのぼって、からまったや

まぶどうを食べていた大きなく

ま。枝が折れると思った松の木に

はねとばされ、空でやすんでいた

雨雲をつきぬけました…。
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き 

お母さんの袋から顔を出したカン

ガルーのあかちゃん、おかあさん

のあとをついて歩くカルガモのこ

どもたち、見た目がまったくちが

うおたまじゃくしとかえる…。
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なに

おすすめの年令マーク

絵 本

『おばけのまんまる』
ブリッタ・テッケントラップ／作・絵
木坂 涼／訳

『エリンとまっくろ岩のひみつ』

おすすめ本

『おおきなおおきな木みたいに』
ひろた だいさく・ひろた みどり／作

かねこ まき／作

『めんぼうズ』
ジョー・トッド＝スタントン／さく
せな あいこ／やく

うご　　　  だ

かみ

よ

いわ

リール・ネイソン／文　
バイロン・エッゲンシュワイラー／絵

『おばけのキルト』

『くすのきだんちのおとなりさん』
富安 陽子/作
吉田 尚令／絵

『ふしぎな月』
武鹿 悦子／作
末崎 茂樹／絵

５、６才・低学年から 中・高学年から

『おじいちゃんのコート』
ジム・エイルズワース／文
バーバラ・マクリントック／絵

『きつね』
柳田 国男／原作
京極 夏彦／文・樋口 佳絵／絵

遠野のきつねも、人を化かす。

友人に化けて餅を盗んだり、死

人を動かしてみせたり…。「遠野

物語」の絵本。

くすのきだんちの裏庭に、こおろ

ぎの兄弟が引っ越してきました。

でも、ふたりは人見知りで、なか

なか家から出てこなくて…。くす

のきだんちシリーズ第１０弾。

きょうだい

ある夜、はなちゃんの家のおしいれに

迷子のおばけのまんまるがやってきま

した。はなちゃんは、ママがくるまで、

まんまるといっしょにいてあげること

にしました。ふたりは、おしいれにか

ざりつけをすることにしますが…。

まい ご

世にも危険な伝説の「まっくろ

岩」を探検したいエリン。ない

しょでママの船に乗り込みます

が、まっくろ岩の近くで海に落

ちてしまい…。

いわ

でん せつ

おじいちゃんの人生によりそって、

大切にされたコート。最後はかげも

かたちもなくなって、残ったのは…。

長く愛されてきたイディッシュ語の

民謡「ぼくはすてきなコートをもっ

ていた」をもとにしたお話。

さい  ご

友だちに「あっちいけ」とか「き

らいだー」とかいったらどうなる ? 

ふたりのあいだに、見えないギザ

ギザができちゃう。「いっしょにあ

そぼう」っていったら…。

ぴょんこ、ぴょんこ、ぴょんこ、

ぴょんこ…。夜になると動き出

す。いろいろな家から出てきた、

めんぼうたちが向かうのは…。

自分の家や、隣の家の綿棒たち

も、動いているかも ? 

よる

キルトは小さなおばけ。ママもパパもみんな

シーツなのに、自分だけパッチワークキルト

なのが不思議だった。みんなは空気みたいに

軽くて空高く飛ぶけれど、キルトは飛び上が

るのも大変。だけどハロウィンの夜は…。

欠けては満ちる、月よ、月。ずっ

とそこから照らしておくれ。この

世が闇に沈まぬように。海に、町に、

不思議な月が昇る時、驚きに満ち

た世界が広がり…。
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　いじめられっ子のベンは、体は小さいけれど

かしこい男の子。ひみつの森で出会った、強く

元気なナゾのひげもじゃの女の子、キング・クー

と力をあわせ、知恵と勇気でいじめっ子に立ち

向かう！　痛快ドタバタ友情物語です。

ものがたり

『うたうラッパ貝がら』

　　如月 かずさ/作，コマツ シンヤ/絵

　ミッチが海で拾ったのは、にじいろ

に光る貝がら。夜になると、貝の中か

ら小さな歌声が聞こえてくる。いった

い、誰の声 ?　ミッチは、ふしぎな友

だちと出会います。

『森の王さまキング・クー 』
アダム・ストーワー/作，宮坂 宏美/訳

今月のおすすめ本

『めしつかい猫と運命の宝石』
　あんびる やすこ / 作・絵

  ムーンヒルズ魔法宝石店に、見習い

めしつかい猫のライムがやってきまし

た。でもライムはなまけもので、いばっ

てばかり。そんなある日、運命の宝石

をさがす魔女ヘンリエッタがお店を訪

ねてきて…。

『科学でナゾとき！』 ②やまんばの屋敷事件

　あさだ りん/作，佐藤 おどり/絵

  もし、願いがかなう文房具が手に入った

ら、あなたならどうする ? 　

　 「びっくり記憶マーカーペン」「ロケッ

トハッピー鉛筆」など、奇妙な文房具店か

らはじまる、5 つのふしぎな物語。

『すみれちゃんと ようかいばあちゃん』
最上 一平/作，種村 有希子/絵

  山また山のその先に住んでいる、ようか

いばあちゃん。ひまごのすみれちゃんは、

今晩ひとりでおとまりします。暗やみか

らヌッと姿をあらわしたようかいばあ

ちゃんのしわだらけの顔が、一瞬ピーン

とふくらみ…。

『ふしぎ文房具店の八雲さん』
　小川 彗 / 作，たま / 絵

『こずえと申す』
　吉田 道子/作，宮尾 和孝/絵

　ぼくたちの天狗山に道路を通す計画が ? 

武家言葉で話す少女・こずえとぼくたちが

山の自然を守るために考えたことは…。

もり

うみ

『みんなのためいき図鑑』

  授業参観に向けて「ためいき図鑑」を

つくることになった、たのちんの班。

　保健室登校の加世堂さんもいっしょに

図鑑をつくれないかと、たのちんがある

提案をしたが、班のほかのメンバーと　

もめてしまい…。

村上 しいこ/作，中田 いくみ/絵

    児童会長・彰吾のひみつは、変人理科

教師・キリン先生が実は父親であること。

彰吾はひみつを守りつつ、小学校でおこる

事件を解決できるのか !? 

 科学が好きになる連作短編シリーズ。

『科学探偵怪奇事件ファイル』

　　佐東 みどり / ほか作

　体育館に浮かぶ生首 !? 科学探偵・謎野

真実が怪奇現象に挑む！

　一緒にナゾ解きが楽しめる“科学探偵　

謎野真実”シリーズ最新刊。
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べんきょう

小川　知之／著

  シマウマやライオンがかくれている国旗、

国の位置がわかる国旗…。

　地理・地図芸人が、世界のいろいろな

国旗を楽しく紹介します。

『ふしぎ！光る生きもの大図鑑』

　近江谷 克裕 / ほか著

   ホタルイカ、ヒカリキンメダイ、ホタル、

発光ミミズ…。写真やイラストとともに、

たくさんの光る生きものを紹介しながら、

光るしくみや、光る理由を解説します。

『洞窟少年と犬のシロ』
祓川 学/作，ねもと きょうこ/絵

香川元太郎／作・絵

  迷路をぬけて生き

残ろう !  遊んで学べ

る 迷路 × かくし絵

の本。

『名探偵コナンの究極迷路』

『世界の国が好きになる 国旗図鑑』

『無人島の迷路』

せかい

『開廷！こども裁判』

　佐藤 雅幸/監修

『ジュニア選手のための夢をかなえる

　　「スポーツノート」活用術』

　「七つの秘宝」が、

謎の人物によって盗

まれた。キミの思考

力 × 集中力 × 推理

力で奪還せよ ! 

『ドラえもん科学ワールド

未来をつくる生き物と技術』

  スポンジは実は生き

物のまねだった !? 

生き物の驚くべき能力

とそれを利用した技術

をまんがとともにわか

りやすく解説。

　十常 アキ / 漫画，岡田 晴恵 / 監修

山崎 聡一郎 / 原案

  法律とはどう使うものなのか、どう使

えば人を幸せにできるのか。

刑法、少年法、民法、いじめ防止対策

推進法など、法律の知識や考え方をま

んがを通して学べる。

( ノンフィクション）

（まんがこども六法）

  山中でたったひとりのサバイバル生活

を支えたのは、家出したぼくの後をつい

てきた愛犬シロだった ! 野生動物との戦

い、洞窟の秘密基地…　海外メディアも

取材に来た“洞窟おじさん”の少年時代

を一人称で綴った物語。

  成功を収めたアスリートや指導者が

活用している「スポーツノート」。

アスリートタイプ別のノートの書き方な

どをジュニア選手に向けて解説。

冒険&脱出サバイバル!

『ジェンナー』( コミック版　世界の伝記　48 )

　おそろしい感染症「天然痘」が流行

する 18 世紀のイギリス。

　自然に囲まれて育ち、医師となって

世界初の「ワクチン」を発見したジェ

ンナーの人生をまんがで紹介する。

青山 剛昌/原作

『きのこ のこのこ ふしぎのこ』
　( しぜんにタッチ ! )

ひさかたチャイルド / 出版

   身近な食べ物であり、色々な色や形、性質の

あるきのこ。食卓に上るきのこや、自然の中で

見られるきのこを、写真で紹介します。
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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！)

★好きな本と、おすすめの本は？　

今月のおともだちは、

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

  10 月最後の夜、町の通りの はしっこ
の おばけのオリバーの家に魔女やガイ
コツがやってきて、さあハロウィン・パー
ティーだ !   
 そこへ「トントントン」とドアをたた
く音。いったい誰 ? ドアをあけると…。 

  ヨーロッパ魔もの連合の会長さん
家族（オオカミ男と魔女のご夫婦
だって！）が、化野原団地にやって
くる。団地の見学の後、九十九さん
の家で食事をしてもらうことになる
けれど…。 ユーモアホラー。

 　かぼちゃの中身をかきだして、
顔のかたちに切り抜いて、中に明
かりを灯したら…。“ジャックオラ
ンタン” をつくる家族のお話を読
みながら、ハロウィンの楽しみ方
がわかる絵本。

　レオ・ランドリー / 作，
木坂 涼 / 訳

『ハロウィンの
 おきゃくさま』

パトリシア・トート / 文，
ジャーヴィス / 絵，なかがわ ちひろ訳

『ハロウィンの
 かぼちゃをかざろう』

　富安 陽子 / 作，山村 浩二 / 絵

『妖怪一家の
　ハロウィン』

きせつ

『うちの３姉妹 』

たくさん本を読んでいる悠乃ちゃん。これからも
お気に入りをおしえてくださいね。     （図書館より）

　( 妖怪一家九十九さん ⑥)

の 本の 本
ハロウィーン

しょうかい

と　く　　　　　　しゅう

ようかい　いっか

ようかい　いっか　 つ　く　も

さいご よる まち とお

いえ まじょ

おと だれ

なかみ

かお き ぬ なか あ

とも

かぞく はなし　　　よ

たの　　　　　かた

えほん

ま れんごう かいちょう

かぞく おとこ　　　　　まじょ ふうふ

あだしのはら　だんち

けんがく　　　　あと つ　く　も

いえ しょくじ

ハロウィーン

とうじょう

す

こん　げつ

ほん

さんかしゃ　　ぼしゅう ちゅう

加藤 悠乃ちゃん　（３年生）
かとう　　　はるの

『ゆるゆるサメ図鑑 』

松本ぷりっつ / 著

和音 / まんが

シリーズ

　古だいのサメから今のサメまで
しょうかいしてあり､４コママンガ
が おもしろいです。

　３姉妹のまちがいがとてもおもしろい。
なんど読んでもおもしろくてあきません。

しまい

ずかん

ほん

しまい

よ

こ いま

ほん



国立大学附属小学校
の教師で、その学校
では初の男性育休取
得 者となった 著 者。
育休と向き合った中
で何を迷い、感じたの
か。生活をどうマネジ
メントしていたのか。
育休体験をもとに綴
る、等身大の記録。

お父さん、お母さんへおすすめの本

羽田 共一／著
世界文化遺産に登
録された、北海道・
北東北の縄文遺跡
群。遺跡群を構成
する 17 の遺跡の
うち、北海道内の
6 遺跡と関連資産
1 カ所の魅力を豊
富なカラー写真で
紹介する。

北海道新聞社／編

「itoa あみぐるみが
編みたくなる糸」を
使用した、あみぐる
み の 作 品 集。ユ ニ
コーン、小人など、
ふわふわでやわらか
く、触り心地のよい
あみぐるみを紹介。

アップルミンツ／出版

『あみぐるみが編みたくなる
　　　　　糸のあみぐるみ』

『世界遺産北の縄文』『男も育休ってあり？』

ふわふわでやわらかい！かぎ針で編む

８月に読書通帳３冊目（６４８冊）を

達成したお友だちを

紹介します！

読書通帳

３冊目を達成！

やったね！
やったね！

読書通帳

３冊目を達成！
たっせい

しょうかい

どくしょつうちょう さつ め さつ

和奈ちゃん、 ３冊目達成おめでとう！

これからも、 たくさんの本と

であってくださいね。

お
め
でと
う！

お
め
でと
う！

 　

栗原 和奈さん（小６）

どくしょ　つうちょう

さつ　  め　　　　　　たっせい

～ぶっくなび９月号の訂正について【おわび】～
読書通帳達成の岡部紘征くん(２年生)の学年をまちがえてのせてしまいました。
ほんとうにごめんなさい！

てい せい

どく しょ   つうちょうたっ せい おか べ こうせい ねんせい がくねん

がつ ごう

新十津川小学校前期図書委員ＰＯＰ展
新十津川小学校の前期図書委員のみなさんが書いた、
おすすめ本のＰＯＰを展示します。

（展示している本で図書館にある本は、展示が終わってから
　借りることができますので、予約をしてください。）

しん    と       つ   かわ しょう  がっ  こう  ぜん   き     と     しょ   い    いん              　　　　 てん

しん    と     つ  かわ しょう がっ こう         ぜん   き     と   しょ   い   いん              　　　　                         か

ほん　　　　　　　　　　　   てん   じ

てん  じ                     　　  ほん         と しょかん                      ほん　　　   てん  じ   　　お

か よ  やく

くりはら　かずな



10月10月

ｈｔｔｐ：//lib.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

10月1４日・2８日（第２・４木曜日）

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

絵本や紙芝居のよみきかせとやさしい工作

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

ぎ

ょ

う

じ

今
月
の
行
事

おはなしタイム
ほうかご

１０/1 （金） ～１０ （日）

深田堅二 絵画展

10月２日・16日（第１・３土曜日）

10月  6日・13日・20日・27日（毎週水曜日）

【休館日】

火曜～土曜　10：00～18：00
　　　日曜　10：00～17：00

【開館時間】

色のついている日は、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

放課後おは
なしタイム

おはなし
ころりん

※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

よてい

マヤ　　　マックス

てん

ふか　だ　　けん　じ　　　　かい　が　てん

わたなべ　　ひろみ

図書館コンサート

10月31日（日）

 17:30～ 開演

入場無料　　定員50名

「フルート･チェロ･ピアノトリオの ひととき」

※くわしくは、ポスター・チラシをごらんください。

にゅうじょうむりょう

しんがた

～なかそらち図書館ネットワーク巡回展～

１０/１２ （火） ～２４ （日）

渡辺弘美 アップルドール展

※予定していた「古本リサイクル市」は、中止となりました。
１０／２( 土 ) は、「おはなしころりん」をおこないます。

小学生向けおはなし会

※ 新型コロナウィルス感染拡大状況により中止になる場合があります。

♪ 図書館コンサート♪

ギャラリー展示

特別行事

ていいん

としょかんとくべつぎょうじ

かんせん　かくだい　じょうきょう ちゅうし ばあい

てんじ

ふるほん いち ちゅうし

 (17:15 開場　18:15 終演)

えほん げんが　　てんじ

かいえん

かいじょう しゅうえん

めい

みんなと MAYA MAXX 展
てん

１０/２７ （水） ～１1/１0 （水）

絵本『おらんちゃん』の原画を展示します

えほん かみしばい

おしらせ

としょ　せいり　び


