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『おうさまがかえってくる
　　　１００びょうまえ！』

三輪  一雄 作・絵

偕成社

   EG（みどりのラベル）

柏原  佳世子作

えほんの杜

EC（ちゃいろのラベル）

どうしてカタツムリはいなくなったの ? ムシムシ新聞

社のかけだし記しゃがうけもつことになったカタツム

リのしゅざいを通して、生きものによる自ぜんのじゅ

んかんをわかりやすくえがく。ユーモア知しき絵本。

見かえしに「カタツムリのひみつ」あり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんぶん

しゃ　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　　　　　　　　とお　　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ち　　　　　　えほん　　　　　　

  み

おう　　　　　　　で　　　　　　　 へ　や　　                                                                       あそ

　　　　　けらい　　　　　　　　　　　　　　　おう　　　　　　　かえ　　　　　　　　　　　へや　　　　つ

　　　　　　　　　　　　　　　　びょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すす　　なか

　へや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みかえ　　　　　　　　　　　　　　さが　　　　　え

　　ぶん

王さまが出かけた部屋で、ちらかし ほうだい に遊んで

いた家来たち。ところが王さまが帰ってきた ! 部屋に着

くまであと 100 秒。1、2、3…とカウントが進む中、

部屋をきれいにできるかな ? 見返しにまちがい探しの絵

と文あり。

２

『こちらムシムシ新聞社』 

　みわ　　　   かずお

かしわばら　    かよこ

～カタツムリは どこにいる？～

3

７２０

ク

ぬいぐるみのブックマが

としょかんのおしごとを

おてつだいするマンガ！

としょかん
おてつだい

ブックマの

第 1７話

ブックまとめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともだち　　　　　 

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　      

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

夏休みチャレンジのなぞときにラベルの問題が

あったけど、みんなはとけたかな？

わからなかったお友達のために、まとめて

みたよ！

これで、つぎからは本のもとにたどりつける

よね！　　

背ラベルトリオ

保存庫シールさん

えほんラベルきょうだい

見たことあるかな？

としょかんラベルくんたち

見たことあるかな？

としょかんラベルくんたち

も
も
た
ろ
う

ＥＧ→かず・しょくぶつ・どうぶつのえほん

ＥＹ→あそび・ことばのえほん

ＥＢ→のりもの・くらしのえほん　　　　　　　　　

ＥＰ→がいこくごのえほん

えほん ぐりーん

えほん イエロー

えほん ブルー

えほん パープル

えほん レッド

えほん ちゃいろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

えほん だいだい

ＥＲ→がいこくのえほん

ＥＣ→にほんのえほん

ＥＤ→むかしばなしのえほん

　

ＥＲ ＥＣ ＥＤ

ＥＹ ＥＧ

ＥＢ ＥＰ

保      存     庫
01 杉並中央図書館

しずかにかしだしされるのを
ちかしつでまつ。

みどりは児童、青はおとなの本。
赤ラベルは図書館の中でみてね。

おとなの本じどうの本

かしだしできません

ふ
む
ふ
む

ほぞんこ

せ

もんだい



じどう展示コーナー① 
てんじ

★おはなしのへや のよこ★

４ 5

赤ちゃんが生まれたので、あこちゃんのお
母さんはおおいそがし。お姉さんになっ
たあこちゃんのおむかえには、おばあちゃ
んが来てくれます。あこちゃんは、おばあ
ちゃんがいつからおばあちゃんになった
のか気になって…。

『おばあちゃんが
おばあちゃんになった日』

『おじいちゃん』

長野 ヒデ子作

童心社　 

EＣ（ちゃいろのラベル）

ジョン・バーニンガムさく，

たにかわ しゅんたろうやく

ほるぷ出版　 

ER（あかのラベル） 

てんじ

じどう展示コーナー②

ことしの なつ は、すごくあつかったですね。なつ のつぎは、

あき。あき といえば…。おつきみ～！ですよね。

おつきみに ぴったりな絵本をいっぱいよもう！

ことしの なつ は、すごくあつかったですね。なつ のつぎは、

あき。あき といえば…。おつきみ～！ですよね。

おつきみに ぴったりな絵本をいっぱいよもう！

おつきみ

ながの　　　　　 こ

  ひ

『おつきみピクニック 』 『おつきさんのぼうし』『おつきみピクニック 』
たかぎ くろい　　けんたかぎ くろい　　けん

　　げんき   あか　  　　　　　  う

かあ　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねえ

　　　　 き

　　

　　　　 き

お月さまが丸くきれいな夜、森のかめの
親子はお月見ピクニックに出かけました。
ピクニックのドキドキワクワクや、月をみ
てだれかをおもう素敵さをえがいた絵本。

おつきさんは空の上から、たくさんの人が
ぼうしを買いに来るのを見ていました。お
つきさんがぼうしやのおじいさんにたの
んで作ってもらった3つのぼうしとは…? 
ぼうしをほしがったおつきさんの「みちか
け」のお話。

お月さまが丸くきれいな夜、森のかめの
親子はお月見ピクニックに出かけました。
ピクニックのドキドキワクワクや、月をみ
てだれかをおもう素敵さをえがいた絵本。

おつきさんは空の上から、たくさんの人が
ぼうしを買いに来るのを見ていました。お
つきさんがぼうしやのおじいさんにたの
んで作ってもらった3つのぼうしとは…? 
ぼうしをほしがったおつきさんの「みちか
け」のお話。

『おつきさんのぼうし』

高木 さんご文，黒井 健絵 

講談社 

EC（ちゃいろのラベル）

いちかわ なつこ作 

ほるぷ出版 

EC（ちゃいろのラベル）

高木 さんご文，黒井 健絵 

講談社 

EC（ちゃいろのラベル）

いちかわ なつこ作 

ほるぷ出版 

EC（ちゃいろのラベル）

てんじきかん
９／７(金)

１０／３(水)
～

おじいちゃん、
おばあちゃん

９月１５日は「けいろう（おとしよりをたいせつにする）のひ」。

いつもやさしいおじいちゃんおばあちゃんにありがとうとつた

えましょう。本をよんであげるのもいいね。きっとよろこんで

くれるよ。

よくきたね元気かい? おじいちゃんのとこ
ろにあそびにきたおんなのこ。ふたりのや
りとりをやわらかいタッチでえがきます。

★じどうコーナー いりぐち★

　　つき　　　　　　まる　　　　　　　　　　よる　もり

おやこ　　　　　　つきみ　　　　　　　　　　　 で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つき

　　　　　　　　　　　　　　　 すてき　　　　　　　　　　　　　えほん

　　つき　　　　　　まる　　　　　　　　　　よる　もり

おやこ　　　　　　つきみ　　　　　　　　　　　 で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つき

　　　　　　　　　　　　　　　 すてき　　　　　　　　　　　　　えほん

　　　　　　　　　　　　そら　　うえ　　　　　　　　　　　　　ひと

　　　　　　　か　　　　　く　　　　　　 み

　　　 つく

　　　　　　はなし

　　　　　　　　　　　　そら　　うえ　　　　　　　　　　　　　ひと

　　　　　　　か　　　　　く　　　　　　 み

　　　 つく

　　　　　　はなし



おうちのかたへ

６

９／１
（土）

９／９
（日）

16ミリ子ども映画会

赤い鳥特集(2)『杜子春』

時間：午後2時～2時20分（開場：午後1時30分）

場所：地下　視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　50名（当日先着順）

申込方法：申込不要・出入り自由

内容：1981年　日本　原作：芥川龍之介

杜子春が数々の試練を経て、やがて人間らしく正直に暮らして

いくことの大切さに目覚めていきます。

芥川龍之介原作のアニメ作品。

※上映途中の出入りは自由です。

えいごおはなし会

時間：午前10時30分～11時

場所：地下　視聴覚ホール

対象・定員：幼児～児童とその保護者

申込方法：不要

内容：アメリカ人ボランティアによる、えいごでの絵本の読み

　　　聞かせや、手遊びなど。参加すると、おはなし会スタン

　　　プを1コ押します。

７

１０月の行事

あおぞらおはなし会

時間：午前11時～11時30分

場所：読書の森公園（中央図書館横）

対象・定員：幼児から小学生とその保護者

申込方法：不要

内容：青空のもとで、読み聞かせや手遊びをおこないます。

　　　※雨天の時は視聴覚ホール（地下）にて行います。

あかちゃんおはなし会

時間：午前11時～11時30分

場所：地下　視聴覚ホール

対象・定員：赤ちゃんとその保護者

申込方法：不要

内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや手遊び、わらべうたを

　　　歌います。

９／１５
（土）

９／１９
（水）

ハロウィン工作会～おはなしの主人公に変身しよう～

時間：午後１時３０分 集合。（所要時間３０分～６０分）

場所：地下　視聴覚ホール

対象・定員：２０名　４歳～中学生（はさみを使います）

申込期間：９月１５日（土）～９月２１日（金）先着順。

　　　　　電話受付不可。館内設置の申込用紙に記入の上、

　　　　　スタッフに提出してください。

内容：衣装を着たら折り紙やリボンで飾ろう。物語の主人公に

　　　なりきったら図書館の中を歩いて図書館の謎を解こう。

１０／２１
（日）
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おはなし会

児童コーナー「おはなしのへや」で毎週やっています！
◎水ようび　午後3時～　◎日ようび　午後 2時３０分～

★毎月第２日曜日はプチこうさくつきスペシャルおはなし会です★　　　　　

○マークのついた日はおやすみです。
□マークのついた日は午後５じまでです。
★マークのついた日はおはなし会の日です。

あかちゃん

タイム

あかちゃん

タイム

あかちゃん

タイム

あかちゃん

タイム

 日　　　月　 　火　　　水　　　木　　　金　　　土

あかちゃんタイム
毎週火曜日午前１０時３０分～正午　場所：児童コーナー
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館を利用できるよう、図書館
スタッフとボランティアがサポートいたします。あかちゃんのための絵本の選び方
など、お気軽にご相談ください。

★

★

★

★

★

★

★

★

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００

月１回日曜日（９／９）　午前１０時３０分～
場所：ちかしちょうかくホール
ボランティアによる、えいごでの絵本の読み聞かせや、手遊びなどをいたします。

えいごおはなし会

９月のカレンダー

えいごおはなし会

あかちゃん
おはなし会

あおぞら
おはなし会

16ミリ映画会


