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～としょかんを もっとたのしく　子どもむけ おたより～



３

「ぬいぐるみおとまりかい」に さんかした

おともだちは、ぼくたちと いっしょに

としょかんのなかを たんけんしたり、

おしごとを おてつだいしました。おはなしかいもあったよ。

みんなといっしょに ほんをよんだり、おしごとをしたり、

たのしかったなぁ！また、きてね♪

　

リポーターめーたくんが
としょかんのイベントを
しょうかいしてくれるよ

「ぬいぐるみおとまりかい」2015年10月

としょかん

ぬいぐるみが図書館におとまりしたよ

エリック・カール/作
偕成社

風木一人/作
岡田千晶/絵
岩崎書店

０１ ちゅうおう
としょかん

としょかんで
おとまりした
しゃしんが

アルバムになったよ。

としょかんの
おともだちが

ほんをよんでくれたよ

おとまり
してくるね♪

すぎなみくとしょかん 
りようカード

２

『はっきょい どーん』

おすもうって みたことある？ ものすごくおおきくて つよい、

やまのような おすもうさん。はくりょくまんてんの おすも

うの ようすが わかるえほん。

まったなし の しんけんしょうぶ！はじまりはじまり～

長老きのこの ほしじいたけ と ほしばあたけ は、がけから

おちた たまごたけを たすけようとして…！！

いろいろな しゅるいの きのこが かつやくするよ。

いしかわ　もとこ

こうだんしゃ
　石川　基子／作・絵

　講談社

　ちゃいろのラベル　

『ほしじいたけ　ほしばあたけ』

ちょうろう

　やまもと　ななこ／作・絵

　講談社

　ちゃいろのラベル

こうだんしゃ



『ひみつのカレーライス』

井上　荒野／作 　田中　清代／絵 
アリス館
ちゃいろのラベル

じどう展示コーナー①

あきの　ゆうがた　かえりみち

みんなのいえから　い～い　においが　してきたよ

はやくかえろう　おいしいごはんが　まってるよ

おいしそ～な　本をあつめました♪

みなさんも　いちどは　みたことの

ある　絵画を　ユニークにせつめい

し、よりみじかに　かんじられる本

や、色やおんがくがあふれだすステ

キな絵本などをごしょうかいします。

アート・フェス！

おいしそう

ＢＯ ＯＫ

ＢＯ ＯＫ

『うたが　みえる　きこえるよ』 

「地球は青かった。」

「これは、一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとって

は偉大なる飛躍である。」

様々な言葉を残してきた宇宙飛行士たちが書いた本や彼らの伝記

を読んでみませんか？

　  ちきゅう　　あお　　　

　　　　　　　　　 ひとり　　　にんげん　　　　　　　　ちい　　　　いっぽ　　　　　　じんるい

　　いだい　　　　ひやく

さまざま　　ことば　　のこ　　　　　　　うちゅうひこうし　　　　　　　  か　　　　 ほん    かれ　　　  でんき

　　よ

宇宙飛行士

ＹＡ展示コーナー
てんじ

てんじ

てんじ

５４

　　　　　　かいが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん

　　　  いろ

           えほん

ヤング・アダルトの略で、１０代の、

子どもでもない、大人でもない、

対象年令のことをいいます。

　　　　　　　　　　　　　　　りゃく　　　　　　だい　

こ　　　　　　　　　　　　　おとな

たいしょうねんれい

　　　　　　　　

じどう展示コーナー②ＢＯ ＯＫ

いのうえ　 あれの  たなか　　　きよ

ほん

にわ にうめた カレーのたね。めがで
て、おさらのはっぱが そだち、花がさ
いてライスの実とカレーの実がなっ
て…はてさて、そのあとは? 

おかあさんの たんじょうび に おと
うさんが かってきたのは、キズつい
たわけあり リンゴ。とほうにくれた
リクに、リンゴのりんたろう が はな
しかけてきて…。

み

『わけありリンゴのアップルパイ』

あさい ゆうこ／作
あべ まれこ／絵
BL出版
ちゃいろのラベル

み

はな

エリック・カール／作 

偕成社

あかのラベル

★じどうコーナー いりぐち★

★おはなしのへや のよこ★

ＹＡとは？
ワイエー



としょかん　　　　　やす

６

０・１・２歳を対象にしたおはなし会です。

ベビーカーでもご入場いただけます。

あかちゃん おはなしかい１１／１８
（水）

時間：午前１１時～　（＊約４０分）　

会場：地下 視聴覚ホール

対象：０・１・２歳と保護者

参加費：無料

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

★１１月２４日（火）～１２月３日（木）は、

かんないせいり　のため　図書館はお休みです

みんなで

ほんの てんけん

を するんだよ

ほん

ほん

きかんちゅう じぶん

にゅうしょうさくひん

てんじ

ことし み

き

どくしょびより

てんじ
し

じっさい きちょう

ほんにん ろうどく おんせい

き

７

★読書週間のお知らせ★

★第1６回　調べる学習コンクール展示のお知らせ★

１０月２７日(火）～１１月９日(月)

きかん：１１月１４日(土）～１１月２０日(金)

ばしょ：児童資料室（児童コーナー２階）

★私の八月十五日～昭和二十年の絵手紙～★

きかん：１０月１３日(火）～１１月２３日(火)

ばしょ：１階 ＣＤコーナー横 展示コーナー

10/27～11/9は、読書週間です。おもしろい本、かんどう

する本に たくさん出会って、読書を たのしんでくださいね。

期間中、中央図書館では、本をかりると、「自分でつくれる

ブックカバー」（文庫・新書サイズ）がもらえます。

9月に募集した「調べる学習コンクール」の入賞作品を

展示します。たくさんのご応募ありがとうございました。

今年もユニークな作品がいっぱいです。ぜひ見に来てく

ださい。

であ

ほん

ぼしゅう しら がくしゅう

おうぼ

さくひん

しら がくしゅう

ちゅうおうとしょかん

どくしょしゅうかん

「いつだって　読書日和」

どくしょ

どくしょしゅうかん

ぶんこ　　しんしょ

じどうしりょうしつ

実際に戦争を体験したひとたちからの貴重なメッセージ

を、パネルで展示しています。本人の朗読を音声で聞く

こともできます。

せんそう たいけん

てんじ



○おやすみ　１１／５（木）、１９（木）、２４（火）～１２／３（木）
　　月～土よう日　午前９時～午後８時　※にちようび、しゅくじつは、５時まで。

★

★

★

★

★

★ ★

※１１／２４～１２／３は蔵書点検のため、お休みです

おやすみ

１２月

しゅくじつ なかよしつうしん 2015年9月号
杉並区立中央図書館
電話３３９１－５７５４

88

日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

　　　　　　　　　　　　　　

　８　　　９　　１０　　 １１　　１２　　１３　　１４

１５　　１６　　１７　　１８　　１９　　 ２０　　２１

２２　　２３　　２４　　２５　　２６　　２７　　２８

２９　　３０　　　　　

　１　　　２　　　３　　　 ４　　　５　　　 ６　　　 ７

２３　　２４　　２５　　２６　　 ２７　  ２８　　２９　 

１１月のカレンダー

あかちゃん
おはなし会

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム おやすみ

おやすみ

 ★じるしは、おはなしかいの日。児童コーナー「おはなしのへや」でやってます！

◎水ようび　午後3時～　◎日ようび　午後 2時３０分～

※だい１・３（水）の、おはなしかいは「３つのりんご」のよみきかせです。

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。
※第５火曜日はお休み。

１　　　　　 ２　　　　　３　　　　　　４　　　　　５

おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ

おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ


