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『あまぐもぴっちゃん』
はやし ますみ／作・絵 ／発行 2012年 請求記号Ｅ／ハヤ 資料番号 0011089232
【内容】
ある日、台風が来て、たくさんの雨を降らせていきました。次の朝、外へ出てみると、雨雲の子どもが木に引っ掛かって
いました。雨雲の子どもはひゅるひゅるとつむじ風をおこしながらお母さん雲を探しますが、もう台風はどこかへ行ってしま
い、迷子になってしまいました。そこで、ぼくと弟は、次の台風が来るまで、雨雲の子どもを預かることにしました。名前を
「ぴっちゃん」と付けました。一緒にかき氷を食べたり、お昼寝したりしていっぱい遊びました。ある日、空が真っ暗になり、
とうとう台風がやって来たのです。ぼくとぴっちゃんのお別れが近づいています。ぼくは最後に笑顔でぴっちゃんを見送
ることができるのでしょうか。
『おうさまのおひっこし』
牡丹靖佳／作 福音館書店 ／発行 2012年 請求記号 Ｅ／ホタ 資料番号 0011101177
【内容】
山あいの小さなお城に恥ずかしがり屋の王さまと、あわてんぼうのお供たちが暮らしていました。王さまは困っている人
がいると、何かしてあげたくなります。お供たちはそんな王さまの命令を勘違いしてばかり。王さまが花に水をやろうと「庭
に水を・・・」と言うと、お供たちは庭に池を作ってしまうのです。ある日、王さまは、びゅうびゅうなる風の音で目を覚ましま
した。お供たちのことが気になって様子を見に行くと､窮屈そうに寝ているではありませんか。次の朝、王さまは大きなベッ
ドを作るように命令しますが、お供たちはお城に入らないくらいの大きなベッドを作ってしました。そこで王さまは、もっと大
きなお城に引っ越すことにしました。大きなベッドをはじめ、たくさんの荷物を荷車にのせてがたごとがたごと移動します。
ところが、新しいお城に着くと荷物はベットひとつだけになっていました。引越しの間に何があったのでしょう。優しい王さ
まと、一生懸命なお供たちが繰り広げる勘違いの数々に胸が温かくなります。
『もののはかりかた大研究』
瀧澤 美奈子／著 ＰＨＰ研究所／発行 2012年 請求記号 Ｃ407/タキ 資料番号 0011101375
【内容】
私たちが住んでいる地球。重さはいくらあるんだろうかと疑問に思ったことはありますか。人間の体重は，はかりを使って
簡単に重さをはかることができます。しかし，地球の重さをはかれるような大きなはかりがあるという話は聞いたことがありま
せん。地球の重さは直接はかるのではなく，２つの物理の決まりから計算します。計算すると，５．９７２×１０の24乗キログ
ラムとなります。これは，地球で最も大きな動物，シロナガスクジラ４兆頭分の１００万倍と同じくらいの重さです。また，地
球１周の距離をはかってしまった人がいます。それは，現代人ではなく，なんと古代ギリシャ人です。それも道具を使わず
に測ったのですから驚きです。この他にも「東西南北はどうやってわかるの？」「いろいろな形の国や町，広さはどうはかる
の？」「どうして投げたボールの速さが分かるの？」など，答えるのが難しい「はかりかた」の答えがたくさんのっています。
当たり前と思っていた事柄の「はかりかた」の真実がこの本を読むとよく分かります。
『世界一力もちの女の子のはなし』
サリー・ガードナー／作 三辺律子／訳 小峰書店／発行 2012年 請求記号C933/カト 資料番号 0011089406
【内容】
ある日、ジョシー・ジェンキンズは、腕から指の先までパキーンと力がみなぎってくるのを感じました。彼女はその力で、
柵のあいだに頭がはまって抜けなくなった級友ビリー･ブランドを救出しました。また、坂を転がり落ちてきた車をやせっぽ
ちの腕で受けとめ、人々を助けました。ところが、その様子がテレビのニュースに映ったから、さあ大変。力自慢の人から
腕くらべを申し込まれたり、ニューヨークでショーやテレビに出演して、馬や車、ついには家を持ち上げたりと毎日がお祭
りさわぎです。ジョシーはだんだん、もっとみんなの役に立つ力もちになりたいと思い始めます。そんなとき、橋のケーブル
の1本がゆるんで、車やバスが立ち往生。動くとバランスが崩れて橋が落ちてしまうかもしれないという大事件が起きたの
です。
リズム感のある文章と
モラスなカ トで ペ ジをめくる手がとまらなくなると思います

『絵本をたべる』

寺村 摩耶子／著 青土社／発行 2012年 請求記号 019.53/テラ12 資料番号 0011089554
【内容】
絵本は、五感だけでなく、あらゆる感覚に働きかける「複合芸術」と言われます。それは、子どもと真剣に向き合って生ま
れた絵本が、子どもの鋭い感覚をもってして長く認められ、読まれてきたことが何よりの証です。著者は、そのような全身を
使って味わう絵本を「たべる」と表し、それぞれの絵本がもつ根源的なよろこびを洗い出していきます。また、絵本は長い
時間の流れの中で生まれ、異質なものと出会いながら発展していく芸術の基本を忠実に受け継いでいます。19世紀末に
生まれた絵本が第一次世界大戦を経てどのように黄金期を迎えていくのか、また、アメリカやロシア、ヨーロッパなどでど
のような歴史の中で育まれ、現代に受け継がれているのかを掘り下げていきます。
本書では、これらの視点をもって、子どもから楽しめる絵本の世界の奥深さと絵本に出会う喜びを再認識させてくれま
す。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『つくってみよう！工作の本』（7/18～9/18）です。
児童図書研究室展示は『長新太， Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ』（7/18～9/18）です。
お問い合わせ先：岡山県立図書館 １階 児童資料班 086-224-1286
ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.libnet.pref.okayama.jp/ （ 蔵 書 検 索 も で き ま す ）

※ リストは６月に受け入れた本の一部です。
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ほかの誰も薦めなかったとしても今の
1 うちに読んでおくべきだと思う本を紹 雨宮 処凛／著
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岩波書店
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小峰書店

C386/ｶｺ/6

0011114451
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眞 淳平／著

かこさとしこどもの行事しぜんと生活
かこ さとし／文・絵
6月のまき

4 もののはかりかた大研究

瀧澤 美奈子／著

PHP研究所

C407/ﾀｷ/

0011101375

5 環境負債

井田 徹治／著

筑摩書房

C519/ｲﾀ/

0011171709

6 ゆれるシッポの子犬・きらら

今西 乃子／著

岩崎書店

C645/ｲﾏ/

0011126570

矢口 加奈子／著

高橋書店

C754/ﾔｸ/

0011126471

8 おぼえる!学べる!たのしいことわざ

北村 孝一／監修

高橋書店

C814/ｷﾀ/

0011101342

9 妹背山婦女庭訓

近松 半二／原作

ポプラ社

C912/ﾁｶ/

0011101367

10 よるの美容院

市川 朔久子／著

講談社

C913/ｲﾁ/

0011101268

11 おばあちゃんとひみつのともだち

ほりうち しのぶ／作

偕成社

C913/ﾎﾘ/

0011101326

12 夜明けの落語

みうら かれん／作

講談社

C913/ﾐｳ/

0011101276

13 オズのエメラルドの都

ライマン・フランク・ボー
復刊ドットコム
ム／著

C933/ﾊｳ/

0011101334

14 消えた少年のひみつ

ドリー・ヒルスタッド・バト
国土社
ラー／作

C933/ﾊﾄ/

0011101318

15 タシと魔女バーバ・ヤーガ

アナ・ファインバーグ／
朝日学生新聞社
作

C933/ﾌｱ/

0011114550

16 ぴたっとヤモちゃん

石井 聖岳／作

小学館

E/ｲｼ/

0011114378

徳間書店

E/ｲﾄ/

0011114394

ほるぷ出版

E/ｶｽ/

0011101169
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みんなでつくろう!こどもの切り紙 海
のぼうけん

フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふ
いとう ひろし／作
くろうがっこう さかなをとろうのまき

18 アルフィーのいえで

ケネス・M.カドウ／文

19 ミュージック・ツリー

アンドレ・ダーハン／作 講談社

E/ﾀﾊ/

0011101151

20 げんききゅうしょくいただきます!

つちだ よしはる／作・絵 童心社

E/ﾂﾁ/

0011101235

21 いろいろおふろはいり隊!

穂高 順也／作

教育画劇

E/ﾆｼ/

0011126455

22 おいしいよ

かんざわ としこ／文

こぐま社

E/ﾏｼ/

0011101144

23 ニニのゆめのたび

アニタ・ローベル／さく

評論社

E/ﾛﾍ/

0011101201

24 絵本をたべる

寺村 摩耶子／著

青土社

019.53/ﾃﾗ12/0011089554

白水社

599/ｺﾄ11/2 0011327889

25 こどもMOE vol.2

