
☆★☆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。☆★☆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

  

 

 

『ぺったんこ ぷっくらこ』E１           

矢野アケミ／さく  アリス館 

 

ぺったんこで うふふ ぷっくらこで にっこり。 

くらべてみよう みつけてみよう。 

ちかくに あるかな？ ぺったんこ ぷっくらこ。 

めだまやきは？ オムライスは？ おもちは 

どっちだろう？ 

さがしてみると たのしいかも しれません♪ 

『おでかけ おでかけ』E2 

    フィリス・ゲイシャトー／ぶん    

デイヴィット・ウォーカー／え 訳   ひさ

かたチャイルド 

おでかけ おでかけ！ きょうは とおくへ 

おでかけよ！ 

うさぎの おやこは おじいちゃんと おばあちゃん

の おうちへ おでかけです。 

のりものは なあに？ ばすかな？ ひこうきかな？ 

きしゃは どう？ 

おでかけが たのしみに なっちゃう えほんです。 

 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2019.5月号 



 

5 月１日～5 月15 日 

 

 

5月のテーマブックス『かぞく』 

『だっこ』 E1  

鈴木まもる／作  小峰書房 

     

だっこ だーいすき！ いろいろな どうぶつの だっこを 

まねして おかあさんと おとうさんが ぎゅっと だっこ

して くれます。 

むにゅっと だっこ ぎゅーっと だっこ ほんわり 

だっこ。 

やさしい きもちになって いっしょに ぎゅっと したく

なる えほんです 

 
『うちの かぞく』E1 

谷口國博／ぶん 村上康成／え 

世界文化社 

 

ぼくが わらうと かぞくも わらう かぞくが 

わらうと なんだか うれしい。 

かぞくの あそびうたの えほんです。いちばん 

さいごの ページに がくふが のっています。 

みんなで うたうと とっても たのしいよ！ 

 
『おかあさんといっしょに』  E2 

クリストファー・ガンソン／さく・え 

 おかびゆうこ／やく  大日本図書 

 

ねこのこ いっぴき、おかあさんと にゃー 

にゃー にゃー。 

ひつじのこも かえるのこも きつねのこも 

おかあさんと いっしょだと とっても 

たのしい！ 

さあ、かわいい どうぶつたちは なんびき 

でしょうか？ かぞえて みてね。   



5 月16 日～5 月31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月のテーマブックス 『「はな」 

『おはなを どうぞ』E1  

三浦太郎／作   のら書店 

 

メルシーちゃんは おかあさんに あげる 

おはなを つみます。 たくさん つみます。 

てに いっぱいの おはなを つんで おうちに 

いそぎます。けど そこへ うさぎが やって 

きて・・・。 

カラフルな はなと おかあさんの やさしさが 

あたたかい えほんです。 

 
『日本の えほん くさばな なあに』    

        星燈社／絵  学研 

 

これは なんのみ？ なんのはな？ かわいい  

おはなが  えいごと いっしょに たくさん でて 

きます。 

はなに きのみに はっぱに き。 にほんの なまえの 

かわいい くさばな。 いっしょに えいごを よんでも 

たのしいかも！ 

『なすず このっぺ？』E2 

   カーソン・エリス／さく  

アーサー・ビナード／やく フレーベル館 

 

「なすず このっぺ？」「わっぱど がららん」 

あれれ？ こんちゅうたちは なんて いって

いるの？ ちいさな はなの めを めぐって 

こんちゅうごで おしゃべり しています。  

ちいさなめは やがてはなに なって・・・。  

かわいい こんちゅうたちと おしゃべり 

したくなるかも しれませんね♪ 



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 

  5 月は 8 日、15 日、22 日、29 日（水）午前11 時～ です。 

 

★英語のおはなし会★ 

  5 月は14 日（火）午前4 時30 分～です。 

『どたん ばたん おるすばん』 E１ 

松田奈那子／さく   あかね書房   

『むれ』 E1 

ひろたあきら／さく      角川書店 

『いいおと いっぱい』 E１   

こわせ・たまみ ／作   いりやまさとし／絵   すずき出版 

『ほこりちゃん』 Ｅ2 

エイミー・ヘブロン／さく   椎名かおる／訳   あすなろ書房 

『こちら妖怪 お悩み 相談室』ＪＦシミ 

清水 温子／作   たごもりのりこ／絵    岩崎書店 

『39 階建ての ツリーハウス』ＪＦ93 ク 

 アンディ・グリフィス／作   テリー・デントン／絵   ポプラ社 

『小学生のための 俳句帖 作ってみよう編』 ＪＦ91.1 シ 

 塩見恵介／作   佐々木恵子／絵    朝日新聞社 

『学校 なぞなぞ3』 J03 ナ 

ながた みかこ／文   多屋 光孫／絵   汐文社 

『すてねこたちに 未来を』 Ｊ64 ス 

 菅 聖子/作    汐文社 

 

あ た ら し い 本 が   

たくさんあるよ！ 

あ た ら し い 本 の   

コーナーをみてね♪ 

 

新しい本の紹介 


