
『かいてい とっきゅう しんかいせん』Ｅ１  

平田 昌広／ぶん   平田 景／え 

交通新聞社 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うみの なかを はしる 「しんかいせん」は 

とうきょうえき から はかたえき へ むかいます。 

まどの そとの さかなと めが あったり  

しんかいえき で 「ぐそくむしべんとう」を 

たべたり…。 

くうそうの せかいが ひろがります。 

 

☆★☆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。☆★☆ 

『だんご たべたい おつきさま』E１        

すとう あさえ／ぶん 中谷 靖彦／え    

ほるぷ出版 

 

えんがわの まんまる おだんごを どうしても 

たべたく なった おつきさま。 

くもが とりに いったけど こどもたちに 

みつかっちゃった！  

さあ たいへん！！ 

おつきさまは おだんごを たべられるのかな？ 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2018.10月号 



 

10 月１日～10 月15 日 

 

10月のテーマブックス『やさい くだもの』 

『ぜったい たべないからね』E２ 

ローレン・チャイルド／作  木坂 涼／訳  

                フレーベル館 

 

チャーリーは いもうとの ローラの すききらいを 

なおそうと あるひ いいことを おもいつきます。 

きらいな たべものの なまえを かえて みたら 

どうなるかな？ 

「ニンジン」は「えだみかん」。「みどりのまめ」は 

「あめだまみどり」と アイデアが たのしい です。 

『どっかん だいこん』E1  

いわさ ゆうこ／さく   童心社 

 

だいこんに たくさんの しゅるいが  

あるって しってますか？ 

かぶと だいこんの ちがいは？ 

くろい だいこんが あるって ほんとう？ 

こたえは どかーんと つまれた どっかん 

だいこんが おしえて くれますよ。 

『いろいろ いちご』  E1  

山岡 ひかる／作    くもん出版 

 

いちごが みんなで やまのぼりを します。 

ちょうじょうを めざして のぼりますが 

とちゅうで おひるね する いちごや ダンスを 

する いちごが でてきます。 

あれあれ おひるね いちごが ジャムに 

なっちゃった！ 

ちょうじょうに いった いちごは なんになる？ 



10 月16 日～10 月31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月のテーマブックス 『「そら ・ うちゅう」 

『そらとぶでんしゃ』E1  

アン マサコ／作   講談社 

 

ぎゅうにゅう パックで だいすきな でんしゃを 

つくった おとこのこ。 

おかあさんが いなくなると くれよんたちが 

うごきだして でんしゃに のせて くれました。 

ほんの まちや かみの さばくを とおって 

 さあ ぼうけんの はじまり です。 

『そらから ふるもの なんだっけ』E1  

岩田 明子／ぶん・え   大日本図書 

 

きょうは とうちゃんが いないから まねをして 

そらから ふらせて みよう！ 

かみなりちゃんは たいこを どん！と  

たたきます。 

でも ふるのは 「まめ」や 「かめ」とか 

へんな もの ばかり！ 

あれ？ そらから ふるものって なんだっけ？ 

『絵本で 出会う 星の王子さま』 E２    

サン・テグジュベリ／原作   工藤 直子／訳   

                ひさかたチャイルド    

 

ちいさな ほしに すむ ちょっと かわった  

おうじさまが いました。 

あるひ ほしに いた バラを のこして ともだちを 

さがしに たびに でます。 

やさしい ことばで かかれていて よみやすい  

ながさに なっています。 



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 

  10 月は 3 日、10 日、１7 日、２4 日、31 日（水）午前11 時～ です。 

 

★英語のおはなし会★ 

  10 月は 16 日（火）です。 

 

『じめんのしたには なにがある』 E１ 

中川 ひろたか／文   山本 孝／絵   アリス館 

『ちいさい ごみしゅうしゅうしゃ ぱっくん』 E1 

薫 くみこ／作   オームラ トモコ／絵   ひさかたチャイルド 

『アンナとピイプ』E1    

こみね ゆら／作   講談社 

『としょかんやさん』 Ｅ１ 

魚瀬 ゆう子／ぶん   水上 悦子／え   桂書房 

『シロクマのしゅくだい』Ｅ2 

ティラ・ヒーダー／作   石津 ちひろ／訳   絵本塾出版 

『ボンぼうや』ＪＦタチ  

橘 春香／作・絵   ＰＨＰ研究所 

『本が好きになる』 J15 カ 

さやま しょうこ／マンガ・イラスト   旺文社 

『アイヌ もっと知りたい！くらしや歴史』 Ｊ38 ア 

北原 モコットゥナシ・蓑島 栄紀／監修      岩崎書店 

『義肢装具士の一日』 J36 イ 

ＷＩＬＬこども知育研究所／編者   保育社 

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。 

 

 

新しい本の紹介 


