
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『おにぎりをつくる』E１        

髙山 なおみ／文   長野 陽一／写真 

            ブロンズ新社   

 

おにぎりを つくりましょう。 

たきたてごはんは あっちっち 

おおきいおててで ぎゅっ ぎゅっ ぎゅっ 

ちいさいおててで ぎゅっ ぎゅっ ぎゅっ 

いろんなおにぎり できあがり。 

おかあさんの おてつだいが たのしくなる  

えほんです。 

『ウォッシュバーンさんがいえからでない 

13 のりゆう』E１ 

中川 ひろたか／作 高畠 那生／絵 

文溪堂 

ウォッシュバーンさんは おうちから いっぽも

そとに でません。 

なぜかって？ ウォッシュバーンさんは いうの

です。だって・・・ 

いろいろなりゆうで おうちからでない 

ウォッシュバーンさんが とても おもしろい 

えほんです。 

中央図書館児童室だより 

ちちんぷいぷい 2020.2月号 

☆★☆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。☆★☆ 

 



 

2 月１日～2 月15 日 

 

 

 

2月のテーマブックス『おに おばけ ようかい』 

『おには うち！』E1 

中川ひろたか／ぶん 村上康成／え   

童心社 

おにはー そとー！ いいおにはー うちー！  

いいおにだって きっといる。 

みんなと なかよく なりたい かもしれない 

いっしょに あそびたい かもしれない 

きみの そばにも やさしいおにさんが いる 

かもしれません！ 

『カッパの いちにち』E1  

おぐまこうじ／さく  

      くもん出版 

カッパさんの いちにちを のぞいてみよう。 

あたまの おさらを きゅっ きゅっ きゅっ 

こうらの そりで しゅるるるるー 

とても かわいい カッパさんの えほんです。 

 

 
『ゆうれいベビーのほにゅうびん』    

                 E2 

     アラン・ブリオン／さく 木本 栄／やく 

ひくまの出版 

ゆうれいベビーは かべを とおりぬけることが  

できます。 

キッチンで ミルクが入った ほにゅうびんを 

みつけたゆうれいベビー。 

おおよろこびで ミルクをもって 

かべを とおりぬけようとしたけど・・・。 



 

2 月16 日～2 月29 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「おかし・あまいもの」 

『きのみのケーキ』E1  

たるいし まこ／作  福音館書店 
 

あるひ たぬきは たくさんの きのみで  

ケーキを つくることに しました。 

きのみの ケーキは とっても おいしそう！ 

もりのみんなと たべようと よんできたら・・・ 

あれ？ ケーキが どこかに いっちゃった！ 

おいしそうな ケーキは どこに あるかな？ 

『おやおや おやつ』 E1    

庄司 三智子／著         岩崎書店 

 

ホットケーキ ようかん かりんとう ドーナツ    

チョコレートに おせんべい。 

おやおや おやつの ぶたいの はじまりです！ 

みんなが だいすきな いろんな おやつがでて 

きます。 

こえにだして よみたくなっちゃう とっても 

たのしい えほんです。 

 
『おにいちゃんには はちみつケーキ』E2  

ジル・ローベル／文 セバスチャン・ブラウン／絵 

なかがわ ちひろ／訳        主婦の友社 

 

コンタは おにいちゃんに なりました。 

だけど ママは おとうとの マメタばっかり  

みているので コンタは さびしくなってしまいます。 

ものおきに いえでをした コンタに ママが 

やいてくれたのは・・・はちみつケーキ！ 

あまくて やさしい きもちになる おはなしです。 

 



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 

  2 月は  5 日、12 日、19 日、26 日（水）午前11 時～ です。 

☆英語でおはなし会 

  2 月は 11 日（火）午後3 時～です。 

『なんだろうなんだろう』 E1 

ヨシタケ シンスケ／著   光村図書出版   

『マルをさがして』 E１ 

山本 久美子／作・絵   ひだまり舎  

『チョコレート・ウォーズ』 E2 

エリス・ドラン／作 三辺 律子／絵   光村教育図書   

『ママは100 めんそう』 Ｅ2 

パク・スヨン／文 ジョン・ウンスク／絵    

おおたけ きよみ／訳   光村教育図書                 

『七不思議神社 2』 ＪＦミト 

緑川 聖司／作    あかね書房  

『レオナルド・ダ・ヴィンチの童話』 J97 レ 

 西村 暢雄・渡辺 和夫／共訳 裾分 一弘／監修   小学館 

『ボランティアをやりたい！』 J36 ホ 

さだまさし・風に立つライオン基金／編   岩波書店 

『たまごの図鑑』 Ｊ48.1 オ 

 大木 邦彦／文・構成 今泉 忠明／監修   あかね書房  

『令和のこころ』 J91.1 ウ 

 上野 誠／著 花村 えい子／絵   ミネルヴァ書房 

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 


