
『JAZZ DOG ジャズドック』E2        
マリー・フォークト／作 ひびの さほ／訳   

世界文化社 

 

いぬは みんな ロックがすき。ねこは みんな  

ジャズがすき。いぬと ねこは けんかばかり。 

けれど こいぬの ハリーの えんそうは ロックに

あいません。 

あるひ ハリーの みみに ねこの ジャズのメロデ

ィーが とどいて・・・。 

おんがくの ちからで こころが ひとつになる。 

わくわくする すてきな おはなしです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ☆★☆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。☆★☆ 

『ネコのみち』E１        
うちむら たかし／作      クレヨンハウス 

 

きょうは なにしてあそぼう？  

なかよしの イヌ さんびきは ねこの あとを  

ついてきます。 

ほそいみちに たかいところ ネコは どんどん  

すすんでいって・・・。 

さあ ねこに ついていったら なにが まって  

いるかな？ 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2020.1月号 



 

1 月１日～1 月15 日 

 

 

1月のテーマブックス 『「干支
え と

」 

 

『十二支
じ ゅ う に し

のおもちつき』E1  

すとうあさえ／作 早川 純子／絵   童心社 

 

おじいさんと おばあさんの ところに おなかが

すいて ふらふらな ねずみさんが やってきます。 

ねずみさんに もちごめを わけてあげたら・・・  

なんと つぎのひ じゅうにしの なかまと  

もちつきの おてつだいを してくれます！ 

おいしそうでたのしい おしょうがつの おはなし

です。 

『とんでいったりんご』E1 

ふくだ としお／作   学研 

 

きょうは とっても いいてんき ねぼすけの  

ねずみも おやまのうえで ごはんをたべに 

でかける けれど もう おなかいっぱい！ 

ひとくちかじった りんごをほうりなげると・・・？ 

ねずみの なげた りんごから はじまる たのしい 

おはなし。 

いっしょに しりとりも たのしめる えほんです。 

『ねずみのつきめくり』E2 

レオ＝レオ二／絵 谷川 俊太郎／詩     好学社 

 

1 がつ 2 がつ 3 がつ・・・ねずみたちの たのしい  

いちねんかんを しと いっしょに たのしめます。 

ねずみたちの ひょうじょうが かわいくて やさしい

ことばが とっても みりょくてきです。 

ゆっくりと いちねんを たのしめるような おはなし

です。 

 



 

1 月16 日～1 月31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月のテーマブックス 『「2019 新刊絵本」 

『うっかりおじさん』E2  

エマ・ヴィルケ／作 きただい えいこ／絵  

朔北社 

 

うっかり おじさんが めがねを さがして  

いるよ。みつかったら わたして あげてね。 

ぼうしに ネクタイ くちひげに・・・あれ？  

なにか だいじなものを わすれてないかな？ 

もう！ うっかりおじさんったら！ 

『オフロケット』E1  

ザ・キャビンカンパニー／作   白泉社 

 

「からだを ごしごし あらったら おふろに 

はいって カウントダウン！」 

どうぶつたちと いっしょに 10 からかぞえて 

いきましょう！ 

かぞえおわったら どうなるのかな・・・？ 

とっても たのしい おふろの えほんです。 

   

『どこどこ こけし』 E1    

山田マチ／作 花山かずみ／絵   こぐま社 

 

おうちの たんすの うえの こけしが いない。 

どこへ いっちゃったんだろう？ 

こけしをさがしていると・・・おやおや？ こんな  

ところにも あんなところにも こけしがいるよ！ 

みんなも いっしょに こけしを さがしてみてね。 

 



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 

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

☆英語でおはなし会 

  １月は ２１日（火）午後４時30～ です。 

 

『おしょうがつのかみさま』 E1 

おくはら ゆめ／作 大日本図書   

『せかいのくにで おめでとう！』 E1 

野村 たかあき／作・絵 講談社   

『ぼくはくるま、みんなもくるま』 E１ 

高橋 祐次／作 あかね書房   

『おおきな おおきな 木みたいに』 E2 

ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 木坂 涼／訳 ひさかたチャイルド 

『こんなもん くえニャイ！』 Ｅ2 

クリストファー・サイラス・ニール／作 林 木林／訳 光村教育図書 

『極秘
ご く ひ

任務
に ん む

はお嬢
じょう

さま』ＪＦクン 

薫 くみこ／作 高橋 由季／絵  ポプラ社 

『やまねこのこんにちは』 JF ケン 

 はせがわ さとみ／作 あかね書房 

『ネバ—ムーア』 Ｊ93 タ 

 ジェシカ・ダウンセット／作 田辺 千幸／訳  早川書房  

『プラスチック・スープの地球』 J51 ロ 

ミヒル・ロスカム・アビング／作 藤原 幸一／監訳 ポプラ社 

『「いただきます」を考える』 J61 シ 

 生源寺 眞一／著 少年写真新聞社 

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 


