
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆★☆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。☆★☆ 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2019.12月号 

『たいこ』E1  

樋勝 朋巳／作   福音館書店 

 

トン トン トトトン トン トン トトトン 

たいこを たたいていると だれかが やって 

きました。 

「なかまに いれて」 

トン トン ポコ ポコ トン トン ポコ ポコ 

なかまが ふえていくと いっしょに おともふえて 

いく たのしいえほんです！ 

『みみみみ』E1  

川之上 英子 川之上 健／作・絵   岩崎書店 

 

みみ みみ みみ たくさんの みみ！ 

くまのみみ ねこのみみ うさぎのみみ。 

どうぶつさんたちの たくさんの みみが    

でてくるよ あれ？？ これは みみかな？  

いろいろな みみが あって みんなすてき。 

とっても かわいい えほんです。 

 



 

12 月１日～12 月15 日 

 

 

12月のテーマブックス『ふゆ』 

『てぶくろ』E２ 

アルビン・トレセット／再話  ヤスロラーバ／絵 

三木 卓／訳      のら書店 

 

たきぎを あつめていた おとこのこが おとした 

てぶくろに ちいさな ねずみが ちかづいて  

きて・・・。 

ゆうめいな おはなしの 「てぶくろ」とは 

ちょっとだけ ちがいます。 どこが ちがうか  

くらべるのも たのしいかも しれませんね。 

『わたしの ゆたんぽ』E1  

きたむら さとし／作 偕成社 

 

わたしは ゆたんぽが だいすき。 だけど 

ゆたんぽは つめたい あしをきらって にげて 

しまいます。 

あるひ とうとう ゆたんぽは にげだして 

うちゅうまで いってしまいました！ 

さあ にげた ゆたんぽは つかまえられる  

でしょうか？ 

『ゆき ゆき ゆき』  E1  

たむら しげる／作     福音館書店 

 

ふゆの そら くものなかで ゆきの あかちゃんが 

うまれます。くものなかで おおきくなって やがて

ゆきになって ふっていきます。 

てでふれれば とけてしまう ゆきの おはなしを 

やさしい ことばで おしえてくれる えほんです。 

 



 

12 月16 日～12 月28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月のテーマブックス『ほし・うちゅう』 

『あるひ こねこね』E1  

高畠邦生／作   長崎出版 

 

あるほしに うちゅうの どこかに やって 

きた うちゅうじんたち。 いったいなにを 

はじめるのかな？ 

みんなで すわって こねこね こねこね・・・ 

できたのは ねこ！ いろんな いきものたち

を つくってしまいます！ 

とっても わくわく しちゃう えほんです。 

『おほしさま』E1  

たちもと みちこ／さく   教育画劇 

 

おほしさま どんな あじが するのかな？ 

いろいろな どうぶつたちが おほしさまの 

あじを そうぞうします。 

おほしさまで いっぱいの みずうみに 

みんなで とびこんで みるけど・・・。 

さあ おほしさまの あじは わかったかな？ 

   

『みつけたよ ぼくだけのほし』 E２    

オリヴァー・ジェニファーズ／作   三辺 律子／訳  

               にいるぶっくす 

 

ほしの だいすきな おとこのこ。 じぶんだけの 

ほしが あったら どんなに すてきだろう！ 

だから おとこのこは ほしを いっしょうけんめい 

さがします。 

ほしを つかまえようと がんばる おとこのこが  

とっても ほほえましい 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 

  12 月は 4 日、11 日、18 日、25 日（水）午前11 時～ です。 

 

★英語のおはなし会★ 

  12 月は 10 日（火）午後４時３０～です。 

『さいたさいた ゆきのはな』 E１ 

鈴木 真実／作   講談社   

『スプーンコプター』 E1 

竹与井 かこ／作   アリス館     

『そんなにみないでくださいな』 Ｅ1 

accototo／作   角川書店      

『コレットの にげたインコ』Ｅ2 

イザベル・アルスノー／作   ふしみ みさを／訳  ロ偕成社 

『ジムのおなかがなりました』 E2   

ローレス・スナイダー／作 チャック・グルーンインク 木坂 涼／訳 BL出版 

『ふしぎなヒマラヤスギ』 JF ササ 

佐々木 智子/作   かもがわ出版 

『希望の図書館』 Ｊ93 ク 

リサ・クライン・ランサム／作   松浦 直美／訳  ポプラ社  

『まかせてね 今日の献立』 J59 マ 

今 里衣／監修 ダンノ マリコ/レシピ考案   汐文社 

『魅せる フィギュアスケート 上達のポイント50』 J78 シ 

 大森 芙美/監修    メイツ出版 

 

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 


