
☆★☆新しい本は、この他にもたくさんあります。☆★☆

☆★☆新しい本のコーナーをご覧ください。☆★☆ 

『ゆめねこ』 

E１ 真珠 まりこ／さく・え  金の星社 

あるばん ねようと している ぼくのところに 

いっぴきの ねこが やってきた。 

「やあ けんちゃん あそぼうよ」 

ねこの おおきな めが ぐるぐる まわる。 

そのめを じっと みていたら 

いつのまにか あさに なっていた。 

なあんだ ゆめだったのか。 

かおを あらおうと かがみを みたら…？ 

『うみべのまちで』 

Ｅ２ ｼﾞｮｱﾝ・ｼｭｰｳｫｰﾂ／文 ｼﾄﾞﾆｰ・ｽﾐｽ／絵 

いわじょう よしひと／訳  BL出版 

まどを あけると うみが みえる。 

ぼくは ともだちと ブランコに のる。 

とうさんは、うみの したの トンネルで 

せきたんを ほって はたらいている。 

かあさんは チキン・シチューを つくって 

とうさんの かえりを まつ。 

とうさんも おじいちゃんも ずっと くらしてきた この まち。 

そんな うみべの まちに、ぼくは すんでいる。 
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9月1日～9月15日 

9月のテーマブックス『おじいちゃん・おばあちゃん』

『ひみつのかんかん』 

E1 花山 かずみ／作  偕成社 

ときどき あそびに いく、ひいおばあちゃんち。 

あるとき ろうかで あそんでいたら 

ひいおばあちゃんの へやから ビーだまが 

１つ ころころ ころがってきた。 

ビーだまの むかしむかしの すてきな ひみつ。 

ひいおばあちゃんが こっそり おしえてくれた！ 

『なきすぎてはいけない』 

E1 内田 麟太郎／作 たかす かずみ／絵   

岩崎書店 

おまえは まだ しらないね 

わたしが おまえの おじいさんが 

なくなったのだと いうことを 

人
ひと

は みんな 大
おお

きくなり やがて 

年
とし

を とった 人
ひと

との お別
わか

れが やってきます。 

祖父
そ ふ

から 孫
まご

に おくる 大切
たいせつ

な メッセージ。 

『おばあちゃんとおじいちゃんの家
いえ

にいくときは』 

E2 ｱﾝ・ﾎﾞｰｳｪﾝ／さく ﾄﾒｸ・ﾎﾞｶﾞﾂｷ／え 

ひろはた えりこ／やく  小峰書店 

おばあちゃんと おじいちゃんの 家
いえ

に いく日
ひ

！ 

ここから ずうっと とおいところに あるの。 

おばあちゃんが どんなに すてきか 

おじいちゃんが どんなに さいこうか 

うまれたばかりの 弟
おとうと

に おしえてあげよう！ 

この ながーい 車
くるま

の たびの とちゅうでね。 



9月16日～9月30日 

9月のテーマブックス『おつきさま』

『月
つき

の塔
とう

』 

E2 ペール・グスタフソン／作・絵  

ひだに れいこ／訳  ワールドライブラリー 

シンドレは 月が だいすきだ。 

とても きれいな、世界一 きれいな 

あの月に いけたら どんなに いいだろう。 

サーカスの 大砲
たいほう

も 宇宙
うちゅう

飛行士
ひ こ う し

の ロケットも 

シンドレを 月に つれていっては くれない。 

それなら… シンドレが ためした ほうほうとは…？ 

『つきよのかいじゅう』 

E1 長 新太／さく  佼成出版社 

おとこは まっていた。 

10ねんと いう ながい つきひ 

この みずうみに かいじゅうが あらわれるのを 

ひたすらに まちつづけ… 

この つきよの ばん、ついに 

そいつはすがたを あらわした…！ 

『月
つき

をめざしてしゅっぱつ！』 

E1 山本 省三／作 本田 隆行／監修   

小学館 

るなと だいちには 

ふしぎに おもう ことが ありました。 

月って どうして かたちが かわるんだろう？ 

月は どこに あるのかな？ …よーし 

うちゅうロケットに のって いってみよう。 

月と ロケット、うちゅうのひみつ、だいこうかい！ 



図書館からのお知らせ

E1･･･日本のえほん E2･･･外国のえほん 

J･･･ちしきのほん JF･･･日本のよみもの J92～･･･外国のよみもの 

☆小さい子向けおはなし会

  9月は 6日、13日、20日、27日（水）午前11時～ です。 

☆英語でおはなし会 ＊信州大学の学生や図書館職員が英語で絵本を読みます＊

  9月は12日（火）午前11時～ です。 

※第3火曜日は休館日のため、第2火曜日の開催となります。 

『1ぽんでもにんじん』 E1 

長野 ヒデ子／構成・絵  のら書店 

『おともだちできた？』 E1 

恩田 陸／さく 石井 聖岳／え  講談社 

『ある あさ』 E2 

イ・ジニ／さく・え チョン・ミヘ／やく  少年写真新聞社 

『きみもこねこなの？』 E2 

エズラ・ジャック・キーツ／作・絵 当麻 ゆか／訳  徳間書店 

『だんまりうさぎときいろいかさ』 JFアワ

安房 直子／作 ひがし ちから／絵  偕成社 

『マウスさん一家とライオン』 J93ト

ジェームズ・ドーハティ／作 安藤 紀子／訳  ロクリン社 

『世界不思議地図』 J04サ

佐藤 健寿／著 阿部 結／絵  朝日新聞出版 

『イモリとヤモリ』 J48.7ア

赤木 かん子／作 ツク之助／絵  新樹社 

『はしもとみおの木のどうぶつ図鑑』 J71ハ 

はしもと みお／著  創造教育センター 

新しい本の紹介

新しい本は、この他にも 

たくさんあります。 

新しい本のコーナーを 

ご覧ください。 


