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平成30年12月1日（土）
場所 町民会館２階 大会議室

時間 ①13：30～15：00

図書館イベント紹介

どなたでも

参加できます

予約不要/参加無料
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冬号

とうごうちょうりつ としょかん

映写会も

あるよ！！

手品や影絵、人形劇をやるよ。みんなであそびにきてね～♪

問い合わせ先：東郷町立図書館 ＴＥＬ：０５６１－３８－２９００

寒い冬が今年もやってきました！

図書館には冬にぴったりの本がたくさんあります。

あなたの一冊を探してみてください！！

きっとステキな本が見つかるよ

てじな かげえ にんぎょうげき



あたらしい本

『ぼくのイスなのに! 』 『 リサとガスパールとうきょうへいく』

『おしりたんてい かいとうＶＳたんてい』 『かえるぴょん』

図書館にあたらしく入った本を紹介します！

みんな、読みにきてね♪

「なつ」の本だいとくしゅう

あつ～い「なつ」の季節がやってきました！

図書館でいろんな夏の本をさがしてみよう！

『なつさがし』 『なつのいちにち』

『つくってかざろう！きせつのおりがみ』 『すいか』

ロス・コリンズ 作・絵

ＰＨＰ研究所

シロクマがネズミのイスをとっ

てしまいます。ネズミはイスを

取り返えそうといろいろ考えま

すが・・・。

アン・グットマン 作

ゲオルグ・ハレンスレーベン絵

ブロンズ新社

リサとガスパールが東京へ！

でも、楽しいことだらけでまい

ごに・・・。

杉田 比呂美 作

講談社

「なつ」をさがしに外へ出た女

の子。一日でいろいろ見つけ

ちゃった。どんな「なつ」が見つ

けられるかな？

はた こうしろう 作

偕成社

あついあつい「なつ」の日。ボ

クはクワガタのいる山をめざ

して走りますが・・・。

ささめや ゆき 作

ぴょーんと池から出てきたかえ

る。ぴょんぴょん色々なところ

に行くけど、さいごににつくの

は？

トロル作・絵

ポプラ社

おしりたんていのライバルの

予告状がオオヤギ家に！お

しりたんていがだいかつや

く！

学研教育出版

石津 ちひろ 文

村上 康成 絵

小峰書店

『ねこざかなのはなび』 『うしろにいるのだあれ 』

わたなべ ゆういち 作・絵

フレーベル館
accototo 著

幻冬舎

タコのお母さんから、花火があ

ることを聞いたねこざかな。イ

カやカメなどと花火があがるの

を待ちますが・・・。

ぼくの後ろにいるのはうみが

めさん。うみがめさんの後ろは、

とびうおさん。とびうおさんの

次は？海の仲間がたくさん出

てくる楽しい1冊。

『ぜんぶわかる！アサガオ』

ひまわりってどう育てる

の？この本でひまわりの

ふしぎがいろいろわか

『ひまわり』

渡邉 弘晴 著

仁田坂 英二 監修

ポプラ社

荒井 真紀 文・絵

金の星社

『そらまめくんのはらっぱあそび』

なかや みわ 作

小学館

『おたすけこびとのにちようび』

なかがわ ちひろ 文

コヨセ ジュンジ 絵

徳間書店

朝日で目が覚めたそらまめ

くんは今日もおおはりきり！

はらっぱは楽しいものがたく

さん！

日曜日はこびとたちも

お休み。でも、野原でこ

まっているカメを見つけ

てしまって・・・。

なつといえば？

かんたんなものからむ

ずしいものまで、いろい

ろおりがみで作ってみ

よう！

あついい「なつ」はすいか

がいちばん！

みんなが畑でおいしいすい

かを食べていると・・・。

あたらしい本

『くだものぱくっ 』 『きみは宇宙飛行士! 』

『オオイシさん 』

『 どんぐりむらのいちねんかん 』

図書館にあたらしくはいった本をしょうかいし

ます！

「冬」のほん だいとくしゅう

さむ～い「冬」のきせつがやってきました！

図書館でいろんな冬の本をさがしてみよう！

『ゆきがふりはじめたら 』 『 バムとケロのさむいあさ 』

『さっちゃんのてぶくろ 』
『ゆきだるまのるんとぷん 』

宇宙船はどうやって飛ぶの? 

宇宙飛行士の一日ってどんな

だろう? 宇宙のトイレはどう

なっているの? 宇宙飛行士の

すべてがわかるハンドブック。

マーティン・マティア 文

講談社

初雪の日、少年はねずみやね

こから、冬のすごし方を教えて

もらいます。公園や森の動物た

ちも、いろいろと教えてくれます。

初雪につつまれて夢見る少年

の絵本。

島田ゆか 作

文溪堂

きょうはとっても寒い日。こん

な日は裏の池もきっと凍って

いるはず。バムとケロはス

ケートと釣りの道具をもって池

に行きました。すると、あひる

さんが凍りついていて…。

なかやみわさく作

学研プラス

1月から12月まで、四季折々

のどんぐりたちの暮らしや行

事を描く、どんぐりむら歳時

記。

北村直子 文

偕成社

大きな石のオオイシさんは、

すもうの相手をしたり、漬け

もの石になったりと、大いそ

がし。ある日、うずまき撮影

所の人がオオイシさんをスカ

ウトにやってきて…。

内田麟太郎 作

金の星社 双子のゆきだるまのるんと

ぷんは、何から何までそっく

り。ちがうところといえば、ぼ

うしの色だけです。赤いぼう

しと青いぼうし。このぼうしに

は秘密があったのです! 

1990年クロスロード刊の改

訂。

たかどのほうこ作・絵

偕成社

『ストーブのふゆやすみ 』 『ゆきゆきゆき 』村上しいこ 作・絵

PHP研究所

たむらしげる 作

福音館書店

待ちに待ったスキー旅行のは

ずが、我が家のストーブまで

一緒に行くことに。ストーブも

冬休みが欲しいんやろうか…。

家族3人とストーブが繰り広げ

る、笑える楽しい幼年童話。

『雪の一生 』

「お彼岸」ってなあに? 「七

五三」の意味は? 由来と

意味を知れば、季節の行

事はますます楽しくなる。

日本人なら知っておきた

い、9月から2月までの

「和」の伝統行事と季節の

楽しみを、わかりやすく紹

介する。

『「和」の行事えほん』片平孝著

あかね書房

高野紀子

あすなろ書房

『つっきーとカーコのけんか 』

おくはらゆめ 作

佼成出版社

『おばあちゃんのわすれもの 』

森山京 作

のら書店

つっきーとカーコは、赤ちゃ

んのときからいっしょの友だ

ち。ある日、どんぐり拾いをし

ていたカーコと出会ったつっ

きーが、自分もどんぐりを拾

い始めると…。

こぶたのトンタは、おばあ

ちゃんと一緒に、ニギヤカマ

チに出かけます。たくさん寄

り道したあとに、おばあちゃ

んは杖がないことに気づい

て…。

みかん、バナナ、ぶどう、メロ

ン、マンゴー…。おいしそうな

くだものたちを、いただきます! 

「浮世絵」の手法で描かれた

美しいくだものの絵本。

冬の空、冷たい雲の中で雪の赤

ちゃんが生まれ、地上へ舞い降

りてくる。ひとつひとつ似ているよ

うで、どれもちがうかたちで…。

静かな雪の物語を、詩情たっぷ

りに描いた絵本。

さっちゃんが、なくした手

袋を探しに行くと、雪の下

から助けを呼ぶ声が。助

けた大きな手袋をストー

ブで干すと、意外なことが

起こって…。ふっくらと温

かい絵本。

彦坂有紀 作

講談社 (講談社の創作絵本)

ロウイー・ストーウェル

偕成社

科学する心を育て、自

然を愛し生命を愛する

心を育てるシリーズ。天

文・地学では、宇宙や

地球の不思議なしくみ

に迫る。シリーズ9は、


