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なかがわさんは、自分で物語を書く他に、

「チムとルーシーとかいぞく」
（絵本）
（アーディゾーン／作・福音館書店）

「ふしぎをのせたアリエル号」★★★
「たこのななちゃん」
（絵本） 徳間書店

（リチャード・ケネディ／作 徳間書店）
ほんやく

など 外国のお話をたくさん翻訳
ななちゃんは、けがをして足が七本しかない

（日本語に直すこと）しておられます。

たこの子です。かなこと大のなかよしで、

「のはらひめ」
（絵本） 徳間書店

七本足でピアノをひいたり、
りゅうぐうじょう

竜 宮 城の絵をかいたりします。
じょう

まりは、おひめさま城 で
おひめさまになるための
勉強をすることになりました。
お上品なわらいかたや、

「オバケのことならまかせなさい！」★ 理論社

りゅう

竜 とたたかうけいこなど、
なかなか大変なのです。

ほ う か ご

何だかこわい、放課後の学校・・・。
ほけんしつ
保健室には、ドラキュラとミイラ男がいて
しょうせつ
図書室では何とホラー小説の読み聞かせ！？

「カッパのぬけがら」★★ 理論社

「天使のかいかた」★★ 理論社
ひろ

さちは、
のはらで天使を拾いました。
食べ物は「オハナシ」
。さちは天使に
学校でおきたことを話します。

「ぼくにはしっぽがあったらしい」★★ 理論社
人間の体には、しっぽのあとがあるってこと知ってた？
しょっかく

それどころか、うろこや触覚のあとだってあるんだよ。

ゲンタはカッパに
ぬけがらをかしてもらい、
カッパになりました。キュウリを
食べたり、すもうをとったり
楽しくくらしていましたが、
もと
だんだん元の人間のくらしが
こいしくなってきます。

★＝ １・２年
★★＝ ３・４年
★★★＝ ５・６年

えほん
「 みみちゃんとヤギのビケット 」

フランソワーズ／作

徳間書店

みみちゃんが病気になりました。でも、おいしゃさんにみてもらっても
くすりをのんでもなおりません。こまりはてたおいしゃさんは、みみちゃんに
ヤギのおちちをのませることにしました。
「 ゆらゆらばしのうえで 」

きむら ゆういち／作

福音館書店

丸太のはしのうえに、いっぴきのうさぎがかけこんできました。
あとをおいかけてきたきつねが丸太にとびのったとたん、雨でゆるんだ
土手の石がくずれ、はしがどんどんかたむきはじめました。
「わわっ、あぶねえ、かわにおちるぞ」そこで２ひきがかんがえたことは・・・。

ものがたり
「 アイスクリームごっこ？ 」
★
二宮 由紀子／作
ポプラ社
めんどりのメアリーさんが、さんぽから帰ってくると、家の中でいろんなお客さんが、
ごっこあそびをしています。
れいぞうこをあけると、なんとハンガーが中に入っていました。
おどろいたメアリーさんがハンガーに「なにしてるのよ！」といいました。
「 おんどりボルケ 」

★★

谷川 晃一／作

福音館書店

おんどりボルケの鳴き声で、太陽や山や森、動物たちがいっせいに
目をさましている村がありました。ところがある日、ボルケの声が
出なくなってしまいました。そのせいで、いつまでたってもあたりは
まっくらで だれもおきてきません。
「 おそなえはチョコレート 」 ★★

小森 香折／作
ふ

し

ＢＬ出版
ぎ

スマスマは、ふみかがゴミ捨て場でみつけた不思議なへびのぬいぐるみです。
じゅもん

チョコレートをそなえると、いろんな呪文をおしえてくれます。
ある日、図書館へいったふみかとスマスマは、
「まほう教えます」と書かれた
黒い本をみつけました。ところが、この本をさわったとたん題名の文字が虫の
ように動いて「自由をうばう本」という字にかわったのです。
コーラ・テイラ／作 小学館
「 ジュリー 不思議な力をもつ少女 」 ★★★
ジュリーは、滅びたはずのバッファローや、おどるようせいなど、
人にはみえないものが見える不思議な力を持っていました。
そして、ある日、畑の上を飛ぶ船団を見たジュリーは、何かが起こる
ことを予感します。

りゅう

「 龍 のすむ家 」 ★★★

クリス・ダレーシー／作
ふ じ ん

竹書房

おさな

げしゅく

デービットは、ペニーケトル夫人と幼 いルーシーが住む家に下宿することになりました。
夫人は、すばらしいせとものの龍をいくつも作って、家中にかざっていました。
ふ

し

ぎ

この家では不思議なことに、時々「ハァーッ」という声が聞こえたり、いないはずの所に
龍があらわれたりします。

ちしきの本
「 小学生動物不思議ぎもんランキング 」
ぎもんランキング編集委員会／編

学研

小学生が知りたがっている動物についての質問７６問を、レオ博士が
クイズ形式で、やさしく教えてくれます。みんなは、何問正解できるかな？

み ん な の

ひ ろ ば

☆ おともだちがしょうかいする本コーナー☆

おそうじむすめリリーのクリスマス
たかどの ほうこ 作

かえるくんのとくべつな日

ベルジュイス 作

リリーが、そうじをしていて、ちいさな

かえるくんは

あなを見つけます。リリーはずるをして

わくわく！

そのあなにゴミをどんどんいれていきます。

のうさぎくんが

ずるをしたリリーの所にサンタさんは

おしえてくれたとっても

やってきたのでしょうか。

とくべつな日とは・・・。

奥田北小学校 ３年

上田 まなみ

こっくりさんはきつね（妖怪ばなし１）
松谷 みよ子 作

蜷川小学校

３年

高松 みさと

バ ツ

××天使

令丈 ヒロ子 作

天使のパイは、三日間下界実習をすることに

こわくて楽しい！お話が

なりました。パイがレンにおこるところが

たくさんのっています。

おもしろいです。パイが××天使に

同じシリーズもおすすめが

ならなくてよかったです。

いっぱいです。

呉羽小学校 ４年 土田 佳代子

新庄小学校 ４年 山崎 莉奈

こうえんのシロ あめふり
ダレン・シャン −奇怪なサーカスー
ダレン・シャン 作

まいにち雨ばかりで、シロはたいくつ。
そんな時、ふしぎなできごとが

ダレンという少年が、友だちを救うために

おこりました。あとは

バンパイヤになってぼうけんする話です。

読んでみてからの

おもしろいのでぜひ読んでください。

おたのしみ。

現在９巻目まであります。

シロの話は、とっても

新庄小学校 ５年 大越 翔

わたなべ ひろみ作

おもしろいよ。
大広田小学校 ３年 中村 たまみ

クリスマスにパーティをします。
いろいろな国のクリスマスの
しゅうかん
習慣や料理を、教えてください。
次の本などにでています。
「クリスマス事典」 あすなろ書房
「クリスマスにくつしたをさげるわけ」 間所 ひさこ／作 教育画劇
「手作りパーティクッキング」 ポプラ社

「よい子への道 ２」 （絵本）
おかべ りか／作

福音館書店
たたか

ドッジボールでしてはいけないこと・・・それは、学校の動物と戦 うこと！？
「もりもり小学校 まほうのハンバーグ」 ★
薫 くみこ／作
ま じ ょ

ポプラ社

きゅうしょく

魔女の給 食 のおばさんが、いろんな形のハンバーグを作りました。
「ドラゴンはくいしんぼう」 ★★
茂市 久美子／作

国土社

オムライスの

「それいけ、はっちょ！！ ４
なぞのじいさま、あらわる！」★★

においにさそわれて、

山口 理／作 文研出版

ドラゴンがやってきました。
い で ん し けんきゅうしょ

「なぞの遺伝子研究所」 ★★★

はっちょは、
ほったて小屋に

あ く ま

―悪魔の校長シリーズ ３−

くらしているじいさまと

ジリアン・クロス／作 偕成社
ぶ

き

なかよくなりました。

み

村はずれにある不気味な遺伝子研究所のなぞをとけ！！
「デルトラ・クエストⅡ−２」 ★★★

エミリー・ロッダ／作 岩崎書店

リーフたちは、ドラゴンの地図にある二つ目の島、オーロン島をめざします。
おやすみの日

１２ が つ

１２月１日（月）

１２月４日（木）

としょかんカレンダー

１２月８日（月）
１２月２２日（月）

１２月１５日（月）
１２月２３日（火）

年末・年始は
１２月２９日（月）から１月５日（月）までおやすみです。

