
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★☆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。☆★☆ 

『とんたんイスたん』E２        

新井 洋行／作        大日本図書 

 

ぼく イスたん。 リズム あそびが だいすき！ 

ぱんださんと いっしょに、 あしかさんと   

いっしょに、 うさぎさんと いっしょに…。 

さあ みんなも イスたんと いっしょに リズム 

あそびを してみよう！  

『ぞうの ヘンリエッタさん』 E2 

 リズ・ウォン／文・絵 石津 ちひろ／訳 ロ 

岩崎書店 

 

ぞうの ヘンリエッタさんは しずかな くらしと 

みずうみに はいるのが すきでした。 けれど 

あるひ がちょうの たまごを  あたまの  

うえで かえしてしまって…。 

やさしい ヘンリエッタさんと ガチョウの 

ひなの ガ—コちゃんの やさしい おはなしです。 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2019.6月号 



 

6 月1 日～6 月30 日 

 

6月のテーマブックス『あめ』 

『空の 絵本』E１ 

    長田弘／さく 荒井良二／絵    講談社 

 

あっ あめ。 

あめから あらし かみなり あおぞら よぞら。 

とっても きれいな そらの せかいが たのしめる

えほん です。 

ほんもの みたいな きれいな そら、 かみなりや 

あめの そらが たのしめる えほん です。 

 

『あめ あめ ぱらん』E1 

 木坂涼／文 松成真理子／絵  のら書店 

 

あめ あめ ぱらん ぽつぽつ ぱらん･･･。 

こどもと あめの やさしい じかん。 

やさしい えと いっしょに こえに だして 

よみたくなる ような ことばが すてきな 

えほんです 

 

『おじさんと かえるくん』E2  

リンダ・アシュマン／ぶん  

クリスチャン・ロビンソン／え 

なかがわちひろ／訳   あすなろ書房 

 

あめのひで ふきげんな おじさん。あめのひで 

ごきげんな かえるの ぼうしの カエルくん。 

さあ ふたりは どんな いちにちを すごす 

かな？ 

ごきげんな かえるくんに みんな えがおに

なっちゃいます！ 



 

こんかいは としょかんいんが おすすめしたい ほんを 

しょうかい しています！ としょかんには たくさん ほんが 

あるので いろいろな ほんを さがして みてください♪ 

「いろいろ サンドイッチ」  

山岡 ひかる／さく・え        くもん出版 

おいしそうな サンドイッチを どうぶつさんが  

もぐもぐもぐ。 おさんぽに いきたく なっちゃう 

えほんです。 

「うえきやの くまさん」  

フィービとジョーン・ウォージントン／さく・え 福音館書店 

かきねを とりの かたちに かりこんだり  

じぶんでつくった やさいを うったり。   

くまさん すごい！ 

おすすめえほん！ 児童室職員の♪ 

「ざしきわらしの おとちゃん」  

飯野和好／さく     小学館 

ざしきわらしの おとちゃんの すんでいる いえに 

あたらしい かぞくが やってきます。げんきいっぱ

いで とってもかわいい えほんです。 

「はんなちゃんが めをさましたら」  

酒井駒子／ぶん・え  偕成社 

はんなちゃんが めをさましたら･･･。 ちょっと 

だけ わくわくする はんなちゃんの よるの 

おはなし。 



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 

  6 月は 5 日、12 日（水）午前11 時～ です。 

※１９日、２６日は蔵書点検により休館となりますので、おはなし会はありません 

★英語のおはなし会★ 

  6 月は11 日（火）午前4 時30 分～です。 

『きいろいのは ちょうちょ』 E１ 

五味太郎／作   偕成社   

『ぼく はなきました』 E1 

くすのき しげのり／作 岩井聖岳／絵    東洋菅出版社 

『かわうその モグ』 E１   

こわせ・たまみ ／作   いりやまさとし／絵  すずき出版 

『エジソン ネズミの 海底大冒険』 Ｅ2 

トーベン・クールマン／作   金原 瑞人／訳   岩崎書店 

『ソラタと ヒナタ みえない 星空』ＪＦカン 

かんの ゆうこ／作   くま あやこ／絵    講談社 

・『子ぶたの トリュフ』ＪＦ93 ク 

 ヘレン・ペータース／文  エリー・スノードン／絵 

もりうち すみこ               ポプラ社 

『幕末 維新 明治』 ＪＦ21 ス 

  新星出版社 

『ダーウィンの 「種の 起源」 はじめての 進化論』 J４６ラ 

サビーナ・ラデヴァ／作・絵   福岡 伸一／訳   岩波書店 

『身近な アリ けんさく ブック』 Ｊ48.6 ヨ 

 吉澤 樹里／著   みぞぐち ともや／絵    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 


