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絵を描いてくれたのは  

　　　 かいや　りみ　ちゃん！

（６さい）

202１・22 年

おともだちが描いた絵の本は

『ちいさいおうち』

しずかないなかに、 ちいさなおうちが

たっていました。 リンゴの木や畑にか

こまれて、 たいへんしあわせでしたが、

まわりに工場がたち、電車が通って、

にぎやかな町になると…。

え か

か え ほん

とおこう じょう

クリスマス上映会があるよ！

12 月 24 日（金）と 25 日（土）に
クリスマス上映会があります。くわしくは
お知らせのところをみてね！

じょうえい かい
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じょう えい かい

でん しゃ

き　　 はたけ

まち



おすすめの年令マーク

えほん

『あおくんときいろちゃん』
谷川 俊太郎／ぶん
堀内 誠一／え

『ほんやねこ』

おすすめ本

『ちちんぷいぷい』
レオ・レオーニ／作
藤田 圭雄／訳

鈴木 まもる／文・絵

『せんろはつづくにほんいっしゅう』
石川 えりこ／作

つか

に　ほん

こ　びと

ひらぎ みつえ／作

ほん  や

『おいしいクリスマス』

ドン・フリーマン／原案
B.G. ヘネシー／作

『コールテンくんのクリスマス 』

※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

『はたらくくるまたちのどうろこうじ』
シェリー・ダスキー・リンカーン／文
AG フォード／絵

あおくんのいちばんのなかよし

は、きいろちゃん。ある日、あお

くんはママにお留守番を頼まれた

けれど、きいろちゃんとあそびた

くなり…。

ひ

かわいい小人がクリスマスの準備をしてい

ます。果物を切って、ケーキにクリームを

しぼって、チキンを焼いて…。キラキラの

ツリーをかざったら完成です ! あなを動か

すと絵が変わる、楽しいしかけ絵本。

し　　　 わす　　　　  まど                い　　　  こ                つよ

さん　ぽ

本屋のねこがお散歩にでかけると、

閉め忘れた窓から入り込んだ強い

風が、絵本の登場人物たちを窓の

外へふき飛ばしてしまいました。

ねこはお散歩をしながら彼らを探

すことに…。

『おつきさまこんばんは』
林 明子／さく

『いもほりチャンピオン』
すとう あさえ／脚本
岡本 よしろう／絵

いもほりをしている、たぬきばあ

ちゃんのお手伝いをすることに

なった、くまくんとうさぎちゃん。

くまくんは勢いよくおいもをほり

ます。ところが、うさぎちゃんは、

なかなかおいもが抜けず…。

ぼうしを使った、きつねのマジッ

クが始まりました。どうぶつた

ちが見ている前で、ぼうしに布

をかぶせると…。

しんかんせん、でんしゃ、きか

んしゃ… だいすきな れっしゃが 

500 以上！とうきょうを出発し

て、日本を一周する鉄道の旅絵

本です。

デパートにいたぬいぐるみのくま

は、クリスマスにだれかのプレゼン

トになりたくて、おめかししようと

しますが…。くまのぬいぐるみが

「コールテンくん」になるきっかけ

となったお話。
え   ほん

よるになって、おつきさまがでて

きたよ。おつきさま、こんばんは。

くもさん、おつきさまをかくさな

いで。おつきさまや、くもさんと

お話をするように描かれた絵本。 

じゅん び

えがか 
はなし

工事現場に集まった、はたらくく

るまたち。今日は新しい仲間たち

がおでむかえ。力を合わせ新しい

高速道路をつくるんだ。13 台が集

まれば、長い道路だってつくれる ! 
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なに

おすすめの年令マーク

絵 本

『きつねのぱんとねこのぱん』
石川 基子／作

『たいやきのちから』

おすすめ本

『ほしじいたけほしばあたけ』
小沢 正／作
長 新太／絵

松田 奈那子／作
石黒 誠／監修

『ゆきのようせい』
みやじ ひろこ／作
園 りんご／絵

た

ひと   し   ばい   う

ふゆ

かみ

か

はらぺこめがね／作

な　　　　だ

なつ ひこ　　　　　　   あら               かた

『はらぺこサンタの
　　　　　クリスマス』

『おこめをつくるのうふののふさん』
あべ 弘士/作

『よあけ』
室井 さと子／作

５、６才・低学年から 中・高学年から

『宮沢賢治の２つのお話』
宮沢 賢治／作
浅野 薫／絵

『しびと』
柳田 国男／原作
京極 夏彦／文　

静かな夜、誰かが来た。裏口を見

ると、そこには…。人でも幽霊でも

ない、しのびよる怪奇と恐怖。京極

夏彦による新たな語りと、阿部海

太の絵による「遠野物語」の絵本。

「のふ」さんは、おこめをつくっ

ています。田植えを、近所の人

と助けあって済ますと、草取り

や水の管理をしたり、台風に備

えたり…。

しず　　　       よる　　 だれ　　　　     き

あ　べ　かい

た　  う

きつねとねこは、それぞれパン屋

さんをしています。ある日、相手の

パンを食べてみたきつねとねこは、

自分のパンよりおいしいと感じ、

ショックで泣き出してしまい…。

ひ

いいことがありそうなので、ばあ

ちゃんはたいやきを買ってくる。

みんなで楽しく食べると、ばあちゃ

んは元気がでるらしい。ある日ケ

ガをして元気がないばあちゃんに、

ぼくがたいやきを買ってくると…。

ずる賢い赤狐がこ牛を誘ってある

お屋敷に忍び込む「黒ぶどう」と、

未完の作品である、ふしぎな鉛筆

の童話「みじかい木ぺん」を収録

した、ユーモラスでミステリアス

な宮沢賢治の短編童話。

がしこ

たす　　　　　　　　　　　 す                               くさ    と

村のきのこたちに恐れられてい

るオニタケたち。ほしじいたけ

とキクラゲのおじいさんは、彼

らをみんなと友だちにしてあげ

ようと、一芝居打つことに…。

とも

秋のおわり、雪虫はいきものた

ちに冬の訪れを知らせにゆきま

す。ある一匹の雪虫も、りすた

ちのところへ行きますが…。
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はらぺこのまま、プレゼントをくばるため

に出発したサンタクロース。すると、山や

湖がおいしそうな食べ物に見えて…。

やま

あの日、子どもだったわたしは、

じいさんと舟にのっていた。毛皮

を町へ売りに行く途中で夜が来

て、わたしたちは森の中で一晩を

過ごし…。
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ものがたり 『かせいじんのおねがい』
　　いとう ひろし/作

 ぼくは火星人に出会った。火星人といっても、

見た目はただのおじさんで…。

  人をまるまる信じてうそをつけない火星人

と、だましたり争ったりしてばかりの地球人

の、心あたたまるおはなし。

『レッツキャンプ 』
　いとう みく/作，酒井 以/絵

今月のおすすめ本

 体育が苦手な 4 年生のあこ。ママの

熱心すぎるサポートを負担に思って

いたとき、ありのままのあこを受け

入れてくれるばあばがやってきて…。 

自分に向き合い成長していく少女を、

ユーモアたっぷりに描く。

『体育がある』
村中 李衣 / 作，長野 ヒデ子 / 絵

『きつねの橋』　巻の２　
　　　　　　　　うたう鬼

久保田 香里/作，佐竹 美保/絵

名作野球マンガ

の小説版、完結！

『めいたんていサムくんとなぞの地図 』

那須 正幹/作，はた こうしろう/絵

  サムくんが拾った古い地図。

そこに書かれていたのは、ふしぎ

な記号と漢字。　サムくんたち、

子どもたんてい団は、地図のなぞ

を解き明かすことができるのか !? 

『絶望鬼ごっこ』 ⒄
戸森 しるこ / 作，牧野 千穂 / 絵

『 ジャノメ 』 『キャプテン』

かせいじん

『ぼくのまつり縫い』　（3）

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 』

好きな気持ちをつらぬく手芸男子の物語。

　代田 亜香子/文

罠だらけの地獄樹海 

  成長の痛みと愛を描いた 1 羽の鳥

と少年の物語。

手芸男子と贈る花

ちば あきお/原作，

山田 明/小説

 「鬼の腕」の伝説を下敷きに

描いた、若武者たちとふしぎ

な白きつねの物語。

神戸 遙真/作，井田 千秋/絵

  晴斗は、新しいお父さんの大介と 2

人でふたりでキャンプにいくことに。

テント設営、釣り、料理と、何をやっ

ても失敗ばかりのふたりだったが、

キャンプ場で“ある事情”を抱えた

親子と出会い…。 

  ハロウィン・タウンの人気者ジャック

は、毎年のハロウィンの準備にうんざり。 

　ある日、陽気なクリスマス・タウンに

迷い込んだジャックは、その世界に魅せ

られ、ハロウィン・タウンでクリスマス

をすることを思いつきますが…。

( 小学館ジュニア文庫）

( 集英社未来文庫）
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べんきょう

『キャラ絵で学ぶ!

 世界の国図鑑』
　伊藤 賀一/監修

篠崎 晃一 / 監修

。

『はじめてのモルモット

正しい飼い方・育て方』

『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの ? 』

石川 幹人 / 著

　虹の「ふもと」には行けないの ? 

「ふつう」って誰が決めているの ? 

　子どもたちの 50 の質問に科学者

がわかりやすく解説してくれるよ。

『火も包丁も使わない !

　はじめてのお料理 BOOK』

　19 世紀最大の科学者と呼ばれるマ

イケル・ファラデーが子ども向けに

行った講演をまとめた本「ロウソクの

科学」をまんが化。

　実験を見せながら楽しく解説！

林 良博/監修

　月、氷山、キノコ、アリ、イルカ、

人間…。自然界における「一生」を

美しいイラストで解説。

　あらゆるものの“ライフサイクル”

を知って、地球環境を学ぼう。

『サラ・ベルナール』

   日本全国で使われている方言を

紹介したカラー図鑑。

　歌のなかの方言や地域の特産品、

映画やアニメの方言などものって

いるよ。

『方言ずかん』

『自然の一生図鑑』

楽チンしっかりおかず編 

つき　　ひょうざん

　史上初の挑戦とチームワーク

『「はやぶさ 2」のはるかな旅  』

　関根 佳恵/監修・著

『家族農業が世界を変える』

　宇宙開発史上初の 9 つの世界記録を

達成した「はやぶさ 2」。偉業を成し遂げ

たチームのメンバーが、その成功の秘密

を子ども達へのメッセージとともに語る。

『かんたん ! カードマジック事典』

　的川 泰宣 / 監修，宇宙航空研究開発機構 / 協力

① 　貧困 ・ 飢餓をなくす

  

　世界の貧困・飢餓と食料不足の原因、

これまでの農業、家族農業の重要性・可

能性などをわかりやすく紹介。

『ロウソクの科学』
　( 角川まんが学習シリーズ　まんがで名作　）

動画でわかるおもしろ手品がいっぱい

子どもの質問に学者が本気でこたえてみた。

　　( 見る知る考えるずかん )

ポプラ社　( コミック版 世界の伝記）

　（まなぶっく）

小学生でも安心！
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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！)

★好きな本は？　

はら　ゆたか／さく・え

今月のおともだちは、

　この本は、ゾロリが消えてイシシと
ノシシがひっしにゾロリをさがす本です。
　この本を読んだとき、ゾロリが帰って
くるのかドキドキしながら読みました。

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

　サンドイッチを作ろう ! 
パンにバターをぬって、しゃ
きしゃきレタスに真っ赤な
トマト･･･。
　一緒に作っている気分に
なれる楽しい絵本。

 　おだしは  体に  しみわた
る。おだしにおみそが入っ
たら、もっともっと、おい
しいよ。  子どもたちがひと
りでも作れるよう油あげと
豆腐のみそしるの作り方を
紹介した写真絵本。

　今日はサルくんのお誕生日。
アップルパイを作るため、み
んなで材料を持ち寄ります。
あれ？カメくんは間に合うか
な ? 　「アップルパイのつくり
かた」も のっています。

　小西 英子 / さく

『サンドイッチ
　サンドイッチ』

谷口智則／作

『カメくんとアップルパイ』
高山 なおみ / 文，長野 陽一 / 写真

『みそしるをつくる』

　はじめて見る危険な生物
のひみつを知ることができ
るおもしろい本です。
　中でもびっくりしたのは、
アジサイの葉には毒がある
ことです　みなさんも気を
つけてください。

『危険生物の
  クイズずかん』

おもしろそうな本を紹介してくれてありがとう。
またお気に入りの本をみつけたら教えてくださいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　（図書館より）田村 永翔くん（３年生）

たむら　はると

★みんなにおすすめの本は？　

『きえた！ ? かいけつゾロリ』

（学研の図鑑）
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クリスマス上映会クリスマス上映会

ジャイアントパンダ、
スナネコ、ハシビロ
コウなど、動物園の
かわいい生きものた
ちを飼育員のコメン
トとともに紹介。動
画 が 見 ら れ る QR
コード、全国の動物
園 52 施設も掲載。

お父さん、お母さんへおすすめの本

JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ／出版

針目がおおざっぱ
でも、絵の具がはみ
出しても大丈夫。靴
下の穴あきや洋服
のすり切れなどを、
修繕して蘇らせる
“お 繕 い” を、こ ど
もと一緒に始めて
みましょう。

レヴィ奈美／著

レトロな共同湯、天
然野天風呂、歴史あ
る名湯、眺望抜群の
湯…。20 年以上道
内各地の温泉を訪ね
歩 い て き た 旅 行
ジャーナリストが、
北 海 道 の 温 泉 全
555 湯を紹介。

小野寺 淳子／著

『決定版北海道の
　温泉まるごとガイド2022-23』

『こども服をお繕い』『♯動物園に行こう』

１２月のおしらせ
がつ

♯かわいい♯楽しい♯癒し

１２月1４日（火）～２６日（日）

ひとり２０さつ　３しゅうかん

かりれます！

お休み前に、たくさん本を

かりにきてね！

特別貸出のお知らせ

やす まえ ほん

「 本 の 福 袋 」
どんな本がはいってるかな？

年越し福袋 １２月２６日 （日）

新春福袋 １月７日(金）

か

ほん　　　　        ふく     ぶくろ

各日　８セット　（こども向けや おとな向けなど）

３冊の貸出本とおまけをセットした福袋だよ！
とし こ

しんしゅんふくぶくろ

ふくぶくろ

借りてびっくり！

クリスマス上映会
じょう　 えい　   かい

とくべつ かしだし

10：30～11：05
３：00～３：35

『くまのがっこう』
12/24( 金）

～パティシエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ～

くわしくはチラシをみてね！

ごぜん

ごご

10：30～12：00
１：30～３：00

『ムーミン谷とウィンターワンダーランド 』
12/25( 土）

ごぜん

ごご

だに

おかねはかかりません

場所　図書館ビデオルーム

かくじつ む

さつ　かしだしぼん
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新十津川町図書館 新十津川町字中央５３５-１
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し

12 月12 月

１月１月

12/９（木）・23(木)  ・　1/13(木)・27(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】

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

12/18（土）・ 1/15(土)　

絵本などの よみきかせ とやさしい工作

おはなしタイム
小学生むけの放課後のおはなし会だよ！
12/1（水）・8（水）・15（水）・22（水）　・　1/19(水)・26(水)

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

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

ほうかご
おはなしタイム

ほうかご
おはなしタイム

ほうかご
おはなしタイム

年末年始の おやすみ

12 月・１月 の 行 事

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

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

ほうかご
おはなしタイム

ほうかご
おはなしタイム

新春上映会

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

親子で楽しむ、赤ちゃん・幼児向けのおはなし会

ほうかご
おはなしタイム

29

30

てんじ

28 29 30

※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もあります。

おはなしころりん
クリスマススペシャル

ぎょうじ

しんがた かんせん　かくだい　じょうきょう　 ちゅうし　　　　　　　　　ばあい

大きなクリスマスツリーのまわりに
　　　　　　クリスマスの本がいっぱい！　

えほんてん

年末年始の図書館のおやすみ
12/27（月）～ 1/6（木）

おやすみ中に返す本は
ブックポストに入れてね！

ねんまつ　ねんし としょかん

年末年始の おやすみ

☆クリスマス 絵本展

12/1（水）～12/25(土) 

1/８（土）～１/20(木) 

☆松尾大山 書展

ギャラリー展示

31
図書整理休館

31

まつお　たいざん しょ　てん

申し込みは
しめきりました

クリスマス上映会
じょうえいかい

と　こ　　　　　ふくぶくろ

しんしゅん　ふくぶくろ

としょ　せいり　きゅうかん ねんまつ　ねんし


