
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       『ママー、 ポケット！』E１ 

デヴィッド・エズラ・シュタイン／作  ふしみ みさを／訳    

光村教育図書 

  

 カンガルーの あかちゃんが はじめて ママから  

はなれます。あっちに ピョン こっちに ピョンと 

 はねるけど すぐに ママの ポケットへ もどります。 

 ハチに であったり とりに であったりして 

 さいごに であったのは…？ 

 はじめの いっぽを ふみだせる ほんです。  

    

    ☆★☆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。☆★☆ 

『ムカッ やきもちやいた』E１        

かさい まり／さく 小泉 るみ子／え 

              ＰＨＰ研究所 

 

あるひ てんこう してきた あんりちゃんは 

るいちゃんの なかよしの ふうこちゃんと 

なかよく なります。 

ふうこちゃんを とられた みたいで  

ムカッとする るいちゃん。これって やきもち？ 

どうすれば いやな きもちが きえて 

なかよく できるのかな？ 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2019.1月号 



 

1 月１日～1 月15 日 

 

 

1月のテーマブックス『2018年新刊えほん』 

『れいぞうこから とーって！』E1  

竹与井かこ／さく      アリス館 

 

おてつだいしたいこ いませんかー？ どうぶつ

たちの いろいろな れいぞうこ。 

どこに やさいや くだものが あるか わかる

かな？  

どうぶつの こどもたちと いっしょに みんな

で さがしてみよう！ 

 

『ぺろの おしごと』E1 

棚勝朋巳／さく    小学館 

 

ペロは おかあさんがだいすき。 だから プレゼン

トしたくて おしごとを さがしに いきます。 

だけど いろいろな おしごとを しても なかなか

うまく できません。 

ペロは だいすきな おかあさんに プレゼントする

ことが できるでしょうか？ 

『ふしぎな しっぽのねこ カティンカ』    

                 E2 

ジュディス・カー／さく・え こだまともこ／やく  

福音館書店 

わたしが かっている ねこの カティンカは  

とても かわいい ふつうの ねこです。 

だた ちょっと しっぽが かわっています。 

あるばん わたしが よるに おきると・・・? 

しっぽが ふしぎなねこ カティンカの おはなしです。 

 

 



1 月16 日～1 月31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月のテーマブックス 『「干支」 

『えとえとがっせん』E1  

石黒 亜矢子／さく  WAVE 出版 

 

たぬきは いつも えばっている じゅうにし 

の どうぶつたちを やっつけて やろうと 

やまのなかまと いっしょに けっとうを も 

うしこみます。 

おやまの なかまたちと じゅうにしの どう

ぶつたちの ちょっとかわった おもしろい 

たたかいが たのしめます。 

『だじゃれ 十二支』E1  

中川ひろたか／文 藤本ともひこ／絵    

世界文化社 

 

ねずみから いのししまで たのしい だじゃれを

どうぶつたちが いっています。  

じぶんの じゅうにしの どうぶつは どんな だ

じゃれで しょうかい されているかな？ 

じゅうにしの どうぶつたちを だじゃれと いっ

しょに たのしく おぼえられる えほんです。 

『十二支の かぞえうた』 E1    

さいとう しのぶ／文   

                      佼成出版 

 

じゅうにしの どうぶつたちが 12 の つきの た

べものを 12 の じかんに あわせて おいしそう

に たべます。どうぶつたちは きせつの たべもの

を いくつ たべたかな？ 

かごめかごめの メロディーで いっしょに うた

いながら かぞえても たのしい えほんです。 



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 

  1 月は 9 日、16 日、23 日、30 日（水）午前11 時～ です。 

 

 

『どろろんびょういん どっきり どきどき』 E１ 

苅田  澄子／作   かとう まふみ／絵   金の星社   

『ダビッコラと宇宙へ』 E1 

濱口 瑛士／絵と文       白泉社   

『ママー、ポケット』 E2 

デヴィッド・エズラ・シュタイン／作   ふしみ みさを／訳   

           光村教育図書 

『ゆめの とびらを ひらくとき』 Ｅ2 

カール・ニューソン／作  岡田 千晶／絵   おかだこう／訳   岩崎書店             

『ぼくの、ミギ』ＪＦトモ 

戸森 しるこ／作   アンマサコ／絵  講談社 

『さよ 十二歳の刺客』 JF モリ 

 森川 ナルミ／作   槇 えびし/画    くもん出版 

『シロクマが空からやってきた！』 Ｊ93 フ 

 マリア・ファラー／作  ダニエル・リエリー／絵  杉本 詠美／訳  あかね書房  

『知ってる？ 郵便の おもしろい歴史』 J69 シ 

郵 政 博 物 館／編    少年写真新聞社 

『世界の子どもたち１ ぼくの、わたしの、世界の学校』 J38 ル 

  マーグリート・ルアーズ／文  アリス・フィーガン／絵  大西 昧／訳  すずき出版 

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 


