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『くだものたちの ないしょだよ』E１
はせがわ かこ／作
WAVE 出版
みかん バナナ キウイに アボカド… くだもの
たちが ないしょの はなしを おしえて
くれるよ。どんな ないしょかな？
とっても かわいい ないしょばなし みんなに
はなしたく なるかも しれませんね。

『こねこを ひろったけど そだててみたら…』
E１ 新井 洋行／作
童心社
「こねこを ひろったけど そだて てみたら…」
なんと ライオンの こども でした！
ちいさな とかげ こいぬに ことりに さかな。
おおきく なったら どんなふうに なるのかな？
かわいいい どうぶつが たくさん でてくる
わくわく しちゃうような えほんです。

☆★☆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。☆★☆

10 月のテーマブックス「スポーツ・うんどう」
10 月１日～10 月 15 日

『よーい、ドン！』E1
中川 ゆたか／さく
おとなも

こどもも

ほるぷ出版

みんな

いっしょ。

まちの だいうんどうかいが はじまります。
うんどうかいは とっても にぎやか！
あれれ？ なんだか ふしぎな ひとたちが
まじっているよ？
どんなひとがいるか

さがしてみるのも

たのしい えほんです。
『ピピは いっとうしょう！』E２
ピド・ファン・へネヒテン／文・絵
石津 ちひろ／訳

パイ インターナショナル

テントウムシの てんてん オリンピックは せかい
いち ちっちゃな スポーツ たいかい。
りくじょう たいそう たっきゅう･･････ ちいさな
ピピは どんな スポーツに さんか するのかな？
ちいさな

ピピが

だいかつやく！

とっても

たのしい おはなしです。
『なわとび しましょ』
長谷川 義史／作

E1

復刊ドットコム

「ペッタン ペッタン ペッタン ペッタン。
なわとび しましょ。おはいんなさい。
」
さいしょは たけしくんが はいります。
さあ つぎは だれかな？ おさむらいに おばけ
うちゅうじん。みんなで なわとびを とびます。
こんな

なわとびなら いっしょに

なっちゃうかも しれません！

とびたく

10 月のテーマブックス「おんがく・うた」
10 月 16 日～10 月 31 日

『きょうは マラカスのひ』E1
樋勝 朋巳／文・絵

福音館書店

チャッ ウー チャチャ ウー
チャッ ウー チャチャ ウー
クネクネさんは マラカスが だいすき。
きょうも こんどの はっぴょうかいの ために
チャッ ウー チャチャ ウー
チャッ ウー チャチャ ウー

『ピムとポム ねこのえんそうかい』 E２
ミース・バウハウス/作 日笠千晶/訳
フィープ・ヴェステンドルプ/絵

金の星社

ピムと ポムは いつも おねえさんが ひいて
いる ピアノの うえに います。
ポムは ピアノがひいて みたく なりました。
でも えんそうは めちゃくちゃです。
おや？

ピムが

おなべと

おたまを

もって

きました。
「ぼく、ドラマーに なるんだ」
『森のオーケストラ』E1
塚本やすし／さく・え 村山祐季子／音楽
冨山房インターナショナル

もりの

オーケストラが

きょうも

えんそう

します。
ざわざわ ざわざわ ぽっ！ぽっ！ぱっ！ぱっ！
ざぁーざぁー ぴちゃ！ ぴちゃ！
なんの おとかな？
うさぎの かぞくと ききにいこう！

新しい本の紹介
『うんちで 1・2・3』 E2
ジュラルディーヌ・コレ／作 エリック・ガステ／絵 ひがし かずこ／訳

PHP 研究所

『とつきとおか あかちゃんがうまれるまで』 E2
ミランダ・ポール／文 ジェイソン・チン／絵 川井 清考／訳 堤 治／監修 汐文社

『ほら、ここにいるよ』Ｅ2
オリヴァー・ジェニファーズ／さく tupera tupera／やく ほるぷ出版

『あかちゃんたいそう』E1
鈴木 まもる／作

小峰書店

『たたたん たたたん』 Ｅ１
内田 麟太郎／文

西村 繁男／絵

童心社

『ゆるびーくん えんそくにいく』ＪＦサイ
齊藤 洋／さく

武田 美穂／え

ほるぷ出版

『科学者の目』 J40 カ
かこ さとし／文と絵

童心社

『かくれ家のアンネ・フランク』 J28 フ

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♪

ヤニー・ファン・デル・モーレン／作 西村 由美／訳 岩波書店

『キャラ絵で学ぶ！仏教図鑑』 Ｊ18 キ
山折 哲雄／監修 いとう みつる／絵 小松事務所／文 すばる舎

図書館からのお知らせ
☆小さい子向けおはなし会
10 月は 2 日、9 日、16 日、２3 日、30 日（水）午前 11 時～ です。

★英語のおはなし会★
10 月は 8 日（火）午後 16 時 30 分～ です。

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

