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おかたづけや そうじが たのしくなる ほんを あつめたよ！

ある あさ、ぐりとぐらは うちのなかが
ほこりだらけなのに きがついて びっくりしました！

ぐりとぐらのおおそうじ
中川 李枝子／さく

山脇 百合子／え

福音館書店（日本絵本ヤ)

ひろきくんの かたづけは、いつも ぐちゃぐちゃ。
どうしたら きちんと かたづけられるのかな？

おもちゃのかたづけできるかな
深見 春夫／さく･え

梶ケ谷 陽子／かんしゅう
岩崎書店（日本絵本フ)

お
か
た

おじさんは、まいにちまいにち おさらを
あらわなかったので、とうとうあるひ…。

おさらをあらわなかったおじさん
フィリス・クラジラフスキー／文
光吉 夏弥／訳

岩波書店（933 ク)

こいぬとこねこは いえを きれいに しようと
おもいました。けれども こいぬが

づ
け

せっけんを たべてしまったから たいへんです。

こいぬとこねこのおかしな話
ヨゼフ･チャペック／作

木村 有子／訳

岩波書店（989 チ)

バーバラ・クーニー／絵

え

と

いのしし

らいねんの干支、「 亥 」の
おはなしを あつめたよ♪
かあ

いのししのお母さんは
じゅうにし

いのしし

十二支のなかで 亥 は 12 ばんめ！

とっても きびしい。
やま

だけど その きびしさは、山で
い

生きていくために だいじな ものなのです。

いのしし
前川 貴行／写真・文 アリス館 (489 マ)

あか

いのししの 赤ちゃんの せなかには
しまもようが あって、「やさいのうり」に
そっくりだから、ウリボウと よばれているよ。

ウリボウなかよしだいかぞく
結城 モイラ／文 福田 幸広／写真
ポプラ社(489 ユ)

はる

春、タケノコが おいしい きせつ。
つち

ちい

イノシシは、まだ 土のなかに うまった 小さなタケノコを、
はな

するどい鼻を つかって だれよりもはやく とることができます。

動物たちのビックリ事件簿 1
宮崎 学／写真・文 農山漁村文化協会(481 ミ)

とうきち

いちろう

やま

藤吉じいさんと まごの一郎は、山で
イノシシの ねぐらを みつけました。
その ねぐらを しらべてみると…。

藤吉じいとイノシシ
椋 鳩十／作 保立 葉菜／絵
理論社(日本絵本ホ)

春の野山で大いそがし

さい

ぼう

ぼくの 8歳のたんじょうびに、イノシシの ウリ坊が やってきた！
いっしょに ごはんを たべたり、こうえんで あそんだり、
ぼう

とてもたいせつな かぞくになった ウリ坊。
いえ

だけど、せいちょうして ウリオになると 家から おいだされたんだ。

ウリオ
室井 滋／文 長谷川 義史／絵 世界文化社(日本絵本ハ)

おしゃれをした いのししの のんのんさん。
かわ

川におちた ぼうしを ひろうために ふくを
ぬいで、また きたら、
あれあれ!? なんだか へんてこ!

おしゃれなのんのんさん
風木 一人／作 にしむら あつこ／絵
岩崎書店(日本絵本ニ)
ぼう

うり坊は ニホンザルの みわちゃんを いつも
はし

せなかに のせて走ります。
きょうと

ど う ぶ つ えん

京都の動物園で あったことを もとにした おはなし。

子 ザルのみわちゃんとうり坊
深山 さくら／文 おくはら ゆめ／絵 佼成出版社(913 ミ)

い の しし クイズ！
★ひとつめのクイズ
と

つかわれている どうぶつは なに？

① ぶた

② ねこ

③ きりん

ヒント：いのししに にているよ！

★ふたつめのクイズ
いのししの おにくを つかった
なべりょうりの なまえは なに？

① りんごなべ

② もみじなべ

③ ぼたんなべ
はな

ヒント：お花のなまえだよ！
ふたつめのこたえ③ぼたんなべ

え

外国の干支で、いのししのかわりに

ひとつめのこたえ①ぶた

がいこく

としょかんにおいでよ!
おはなし会

お し ら せ

(おはなしのへやにきてね)

🍑あかちゃん

ぞ う し ょ てんけん

ねんまつ ね ん し

蔵書点検 と 年末年始の あいだ

11/1(木)、12/13(木)、1/10(木)

と しょ か ん

図書館は おやすみします

10:30～、11:00～、15:00～

🍑小さい子むけ (2・３さいくらい～)

ひ

【おやすみの日】

11/8(木)、11/22(木)、12/20(木)

12/6（木）～ 12/11（火）

11:00～11:30

12/29（土）～ 1/4（金）

🍑大きい子むけ (4 さいくらい～)
11/11(日)、11/25(日)、12/2(日)、12/16(日)
15:00～15:30

🍑読書週間おはなし会

としょかんねこ
ランガくんとナタンちゃん

11/4(日) 11:00～11:30、15:00～15:30

世界のことば
くにぐに

④アジア・中東の国々

おはよう

インドネシア
スラマッ(ト)

インド

パギィ

Selamat pagi

ナマステー

アラブ首長国連邦
ムクイラア

ムーラサ・ッア

みぎ

※右から よんでね

السﻼم عـليكم
はや

「おはよう」は、「お早いですね」などから うまれた
せかい

くに

あさ

ことばです。世界の国ぐにでは、“やすらかな朝” や、
あさ

い み

“よい朝”という意味のことばが つかわれています。
アラブのあいさつ「アッサラーム・アライクム」には、
がた

うえ

へいわ

い

み

“あなた方の上に平和あれ”という意味があります。
せかいじゅう

きょうと

世界中のイスラム教徒のあいだで つかわれている
そうです。
〈参考資料〉
『世界のことばあそび④ いろんなことばであいさつしよう!』
旺文社 2008
『世界の文字と言葉入門 4・6・7』 小峰書店 2004
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