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３

どくしょチャレンジ、さんかして くれたかな？

ほんの かんそうは「みんなのかんそう」に とじてあるよ。

どんな ほんが すきなのかな？ みんなの

”おすすめのほん”を よんでみよう～。

ぼく、めーたくんの かわりに、ひめや

おとのさまが、みんなのかんそうを

よんでくれたよ。

「なつやすみ読書チャレンジ」

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

「夏のスペシャルおはなし会」

スペシャルおはなし会があったよ。

テーマは「ふしぎな ふしぎな おはなし」！

紙芝居『じごくめぐり』や『ほしじいたけ ほしばあたけ』など、

ふしぎで たのしい おはなしが いっぱいだったんだ。

いつもの おはなしかいは、水ようびの ごご３じ～、と日ようびの

ごご２じ３０ぷん～です。 じどうコーナーにある、”おはなしのへや”

で きけるよ。

２

『さよならママがおばけに
　　　　　なっちゃった！』

今日はママのお葬式。おばけになって、息子のかんたろう

に会いに来ていたママとももうお別れです。辛すぎる別れ

と、ママとかんたろうはどのように向き合うのでしょうか。

「ママがおばけになっちゃった!」の続編。

竹中 マユミ／文・絵

偕成社

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『ひゃっくん』

のぶみ／作

講談社

ＥC（ちゃいろのラベル）

100円だまの言葉が聞こえるようになったゆうたろう

は、その100円だまに「ひゃっくん」と名づけ…。

「もしお金に心があったら?」という発想から生まれた、

旅する100円だま「ひゃっくん」とゆうたろうの友情

のお話。
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じどう展示コーナー①
てんじ

４

う

★じどうコーナー いりぐち★

アン・ボーウェン／文

トメク・ボガツキ／絵

ひろはた えりこ／訳

小峰書店　ＥR（あかのラベル）

なかがわ ちひろ／作

ポプラ社

EＣ（ちゃいろのラベル）

ぼくは、おじいちゃんの家にひとりで泊まりに
来た。はじめてのおとまりに、ちょっと心配…。
そんなぼくに、おじいちゃんは、かつて海で大
冒険した話を聞かせくれて…。おじいちゃんと

「ぼく」とのひと時を、楽しく描いた絵本。

生まれたばかりの弟と、おばあちゃんと
おじいちゃんの家にむかう女の子。車
に乗っている長い時間、女の子は弟に
たくさんの思い出を話します。おじいち
ゃんの手品を見たこと、おばあちゃんと
かくれんぼをしたこと、それから…。

『おばあちゃんとおじいちゃんの

　家にいくときは』
『おじいちゃんちで おとまり』

あそ

９月２２日は「けいろうの日」です。いっしょに遊んでく

れたり、たのしいことをたくさん教えてくれる おじい

ちゃん、おばあちゃんに、「いつもありがとう」って伝え

る日です！

いえ

いえ

おし

いえ

とき

うみ

と

おとうと

おんな くるま

おんな おとうと

おじいちゃん おばあちゃん
ありがとう！
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『はなちゃんの はやあるき はやあるき』 

てんじ

じどう展示コーナー②

★おはなしのへや のよこ★

じしんやつなみ、たいふうになったらどうすればいいか

な？9月１日は「防災の日」。

みんなでどうしたらいいのか、どんなよういをしたらい

いのかかんがえてみよう。

はなちゃんの通う保育園では、月に一度、
避難訓練があります。でものんびりやのは
なちゃんは、いつも遅れ気味。そんなある
日、地震が! 東日本大震災で「奇跡の脱出」
としてニュースになった岩手県の保育所を
もとにしたお話。

５

『じしんのえほん　こんなときどうするの？』 

宇部 京子／文

菅野 博子／絵

岩崎書店

EC（ちゃいろのラベル）

国崎 信江／文　福田 岩緒／絵

目黒 公郎／監修

ポプラ社

３６０コ

君がひとりでいる時に、地震がきたらどう
しよう? どうなるのかな? どうしたらいいの
かな? 通学路や自宅などの状況ごとに身
の守りかたを伝える、親子で読む地震防
災絵本。
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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９／２１
（水）

時間：午前１１時～　（＊約30分）　

会場：地下視聴覚ホール

対象：０・１・２歳と保護者

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

１６ミリ子ども映画会

　『３丁目物語　　　　　　　　』９／１７
（土）

時間：午後２時～午後３時4０分（開場：午後１時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）　

日本作品（アニメーション）　監督／前田庸生

～春・夏・秋・冬～
★タマ＆フレンズ「うちのタマ知りませんか？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリーズ★

図書館を出てあおぞらの下でおはなし会をします。

ぜひご参加ください！

あおぞら おはなし会９／２４
（土）

時間：午前１１時～　（＊約３０分）　

会場：読書の森公園（雨天の場合は地下視聴覚ホール）

対象：児童と保護者

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

７

図書館を使って、調べまとめた作品

作品のテーマは自由（応募者本人の創作で未発表の作品に限ります）

サイズ：小学生は B4、中学生は A4 まで

ページ数：50 ページ以内（目次、参考文献一覧をのぞく）

※集めた情報をまとめた資料を「別冊」として添付することもできます。

杉並区在住・在学の小学生、中学生、高校生

①区立小中学生の方で在学の学校で作品をまとめている場合→在学の

学校へ提出

②個人の方→杉並区立図書館へ応募用紙（各図書館窓口にあります）

を添えて提出

調べるときに利用した本の名前やホームページアドレスおよび図書館

名を書いてください。

募集期間：平成 28 年９月２日 ( 金 ) ～９月２６日 ( 月 )

 『調べる学習コンクール』

　　の作品を

　　　募集しています

締切日必着

募集作品

募集対象

応募方法

必ず書くこと

第１７回

主催：杉並区教育委員会　審査委員長：杉並区教育委員会教育長　後援：公益財団法人図書館振興財団

問い合わせ先：杉並区立中央図書館
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しゅくじつ なかよしつうしん 2016年９月号
杉並区立中央図書館
電話０３－３３９１－５７５４

88

  日　　　月　 　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 ・　　　　・　　　　・　　　  ・　　   １　　 　２　　　 ３

  ４　　　５　　　６　　　 ７　 　  ８　　 　９　　　１０

１１　  １２　　 １３　　 １４ 　 １５　　 １６　  １７

 １８　  １９　　２０　　 ２１　  ２２　　２３　　 ２４

 ２５ 　　２６　　２７　　２８　　２９　　３０　　 　・

９月のカレンダー

あかちゃん
タイム

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。

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

○おやすみ　９/１（木）、９/１５（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。

★

★

★
おやすみ

あかちゃん
タイム

赤ちゃんおはなし会
1１:00～1１:４０

子ども映画会
14:00～15:40

★
あおぞらおはなし会
1１:00～1１:４０


