
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 

 

  1１月は 7 日、14 日、21 日、２8 日（水）午前11 時～ です。 

 

 

『ねーずみ ねーずみ どーこいきゃ？』 E１ 

こが ようこ／構成・文   降矢 なな／絵   童心社 

『めぐる森の物語』 E1 

いまい あやの／作   BL 出版株式会社 

『のりかえでんしゃ』E1    

もとやす けいじ／作・絵   学研プラス   

『うさぎたちと ふしぎな こうじょう』 Ｅ2 

アダム・グリーン／さく   レナード・ワイスガート／え  こみや ゆう／訳  好学社             

『ジャーニー 国境を越えて』Ｅ2 

フランチェスカ・サンナ／作   青山 真知子／訳  きじとら出版 

『マオのうれしい日』ＪＦアン  

あんず ゆき／作   ミヤハラ ヨウコ／絵   佼成出版社 

『ビター・ステップ』 JF タカ 

高田 由紀子／作   おとない ちあき／絵   ポプラ社 

『日本全国 おみやげ図鑑 西日本編』 Ｊ60 ニ 

フレーベル館  

『新しい？バリアフリーずかん』 J36 ア 

中野 奏志／監修   ほるぷ出版 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     『いちばんの ともだち』E２ 

ジェニファー・K・マン/作   林 木林/訳 

光村教育図書 

 

サムと ぬいぐるみの ジャンプは とても なかよし。 

なにを するときも いつでも いっしょです。 

 あるひ すなはまで トーマスという おとこのこに 

あった サムは むちゅうで あそぶ うちに ジャンプを 

わすれてきて しまいました。 

とても おちこむ サムは ジャンプと また あえるのでしょうか？ 

 

☆★☆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。☆★☆ 

『おどりたいの』E１        

豊福 まきこ／作   ほるぷ出版 

 

うつくしい おんがくが ながれている もりの 

なかの たてもの。 

きになった うさぎが のぞくと おんなのこたち

が バレエを おどって いました。 

バレエを ならう ことに なった うさぎは 

はっぴょうかいを ひらく ことに なって…。 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2018.11月号 



 

11 月１日～11 月15 日 

 

 

11月のテーマブックス『本 としょかん』 

『これは本』E２ 

レイン・スミス／作  青山 みなみ／訳  

                ＢＬ出版 

 

ロバくんは サルくんに 「なに もってるの？」 

と きいて サルくんは 「ほん」と こたえます。 

パソコンは とくいだけど ほんを しらない  

ロバくんは サルくんに  

「マウスはどこ？」「メールできる？」と ききます。 

ほんにしか できないことって なんだろう？ 

『よるの としょかん』E1  

カズノ・コハラ／作  石津 ちひろ／訳   

光村教育図書 

 

ここは よるだけ あいている としょかん。 

しずかな としょかんで がっきを ならす  

リスや おおごえで なきだす おおかみを  

ちょうどいい ばしょに あんない します。 

ところが かめは「ぜんぶ よみおわるまで 

うごかない」といいだして…。 

『ぬいぐるみ おとまりかい』  E1  

風木 一人／作  岡田 千晶／絵  岩崎書店 

 

こんやは ぬいぐるみ だけで としょかんに 

おとまりします。 

おはなしかいが おわって ねむってしまった 

ぬいぐるみたちが よなかに おきだして 

さわいでいると としょかんの ひとが きて 

いっしょに あそんで くれました。 

あさに なれば こどもたちが むかえに くるよ 

11 月16 日～11 月30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月のテーマブックス 『「みんなで ごはん」 

『きょうのごはん』E1  

加藤 休ミ／作   偕成社 

 

「この おうちの ごはんは なにかな？」 

ねこが あっち こっちの おうちの ごはんを 

みて まわります。 

ここは サンマ、 あっちは カレー。 

おいしそうな ごはんと その しょくたくを  

かこむ かぞくの あたたかさが つたわって 

きます。 

『ひみつの カレーライス』E1  

井上 荒野／作  田中 清代／絵  大日本図書 

 

フミオが たべていた カレーライスの なかから 

ちいさな くろい つぶが みつかりました。 

おとうさんが しらべると「カレーのたね」だと 

わかります。 

ほんの とおりに うめて みずを あげると 

どんどん おおきくなり ライスと カレーの  

「み」をつけました！いったい どうなる？ 

『せかい いち おいしいスープ』 E２    

マーシャ・ブラウン／文・絵   こみや ゆう／訳  岩波書店   

 

おなかを すかせた 3 にんの へいたいたちが 

むらに たどり つきました。 

たべものを わけて もらえなかった 3 にんは 

いしで スープを つくると いいました。 

3 にんが「レタス」や「しお こしょう」が たりない

と いうと スープを たべたくなった むらびとが  

ざいりょうを もってきて…。  


