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『パパとママのつかいかた』

ああしろ、こうしろって、なにかとうるさいパパとママ。

でもね、そんなふたりだって、なかなかべんりなんだよ! 

親子の毎日をユーモアたっぷりに描きます。子どもたちは

もちろん、子育てにがんばるパパとママにも楽しい絵本。

アン・グットマン／文

ゲオルグ・ハレンスレーベン／絵

ひがし かずこ／訳

岩崎書店

ＥＲ（あかのラベル）

『ペネロペの たのしいハロウィン』

ピーター・ベントリー／文

サラ・オギルヴィー／絵

福本　友美子／訳

ＢＬ出版

ＥＲ（あかのラベル）

わたしペネロペ。もうすぐ待ちに待ったハロウィン。わ

たしは魔女のかっこうがしたいな。おともだちは、どん

なかっこうをしているのかな。さあ、本を開いて。ペネ

ロペが待っているよ。

まいにち

まじょ

ま

たの

ま

ほん

ま

ひら

おやこ えが こ

こそだ えほん

３

まほうつかいになりたいひと、あつまれ！

「ハロウィンこうさく会」

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

「あかちゃんおはなし会」

９月２１日に「あかちゃんおはなし会」があったよ。

０・１・２歳のおともだちと、えほん『だるまさんと』を

よんだり、わらべうたをうたったよ。次回は１１月16日(水)です。

きょねんの「ハロウィンこうさく会」は、みんなで、コウモリや、

おしゃれなまじょドレスをきて、へんしんしました。

ことしも、へんしんしてみよう☆



じどう展示コーナー① 
てんじ てんじ

４

じどう展示コーナー②

★じどうコーナー いりぐち★ ★おはなしのへや のよこ★

薫 くみこ／作

かとう ようこ／絵

ひさかたチャイルド　

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

香山 美子／作

柿本 幸造／絵

ひさかたチャイルド　

EＣ（ちゃいろのラベル）

うさぎさんが小さないすをつくります。
「どうぞのいす」というたてふだといっ
しょに大きな木の下に おいておきまし
た。すると…？
どうぶつたちが つぎつぎにくりひろげ
る「どうぞ」のリレーが おもいやりをは
ぐくむえほんです。

かき、くり、きのこ…。赤い「つみつみで
んしゃ」は、おいしいものを見つけるた
びに きゅうていしゃ！さあさあ、つんで。
でんしゃに つんで。どんなおいしいも
のに であえるかな? まどのきりこみか
ら そとのけしきが見える たのしいしか
けえほん。

『ハロウィンドキドキおばけの日! 』 

ハロウィンの日、こわがりおばけのシ
ェイクと友だちになったレイ。ふたり
はいじわるなちびドラキュラをやっつ
けることに…。楽しくてかんたんなハ
ロウィンパーティーりょうり、おまじな
いなど、いろいろ楽しめるアイディア
もまんさい!

『つみつみでんしゃ』 『どうぞのいす』

　　　　　　　　　  ちい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        　 おお　　　　き　　した

ますだ ゆうこ／作

たちもと みちこ／絵

文溪堂　 

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

　　　　　　　　　　　　　　　　さく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  え

ぶんけいどう

がつ たち ひ

ほん

　　　　　　　　　　ひ

　　　　　　とも

　　　　　　　　　　　たの

　　　　　　　　　　　　  たの

あか

さく さくくん こうやま　よしこ

かきもと　こうぞう　　　  ええ

み

み

しゃ

５

１０月３１日は　なんの日かしってる？　そう、ハロウィン！　

おばけに　まじょに　かぼちゃのランプ。　ちょっとこわくて　

ワクワクする　そんな本をあつめたよ。　

さあ！みんなで ハッピーハロウィン！

あきです。たべものがおいしくて、スポーツやおでかけに

もぴったり。それに「どくしょのあき」もわすれずに。

いろいろなあきの本をあつめました。たのしんでよんでみ

てね。

『まじょまつりにいこう』 

今夜は山のまじょのおまつり。ところが、
まじょまつりには ねこしかしょうたいさ
れないのです。でも、いっしょに行きた
いうさぎは、ぼうしをかぶって、おひげと
しっぽをつけて、ねこのかっこうでまじょ
まつりへ行きましたが…。

せな けいこ／作・絵

ポプラ社

EC（ちゃいろのラベル）

こんや　　やま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

                     い

さく　　　え
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時間：午後１時３０分しゅうごう！（＊約１時間）

会場：地下視聴覚ホール

対象：4さい～小学生

定員：20名（当日先着順）

楽しみながら科学を学ぼう！

科学あそびの会１０／８
（土） 『超能力ふりこ を作ろう』

時間：午後２時～４時　会場：地下視聴覚ホール

先生：科学読物研究会　原田 佐和子さん

対象：幼児～小学生（小さなお子様は保護者の方とご参加下さい。）

定員：２０名（※事前の申し込みが必要です）

１６ミリ子ども映画会

　『クマのプーさん』　　　　　　　　』１０／３０
（日）

時間：午後２時～午後３時３０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）　

ウォルト・ディズニー・プロダクション

★プーさんとはちみつ★プーさんと大あらし★
★プーさんとティガー★

ハロウィン工作会１０／２９
（土） 『おばけに へんしん！』

ちょうのうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　つく

６

読書週間
（10/27 ～ 11/9）

期間中、

本のカバーを

プレゼント！

ひとあし 
おさきに！
１１月
の予定

７

区内在住・在学・在勤の小学生から 18 歳までの方

その本が読みたくなるような帯広告を制作し、本にかけて提出してください。

・用紙の種類、字体、字数は自由。短い文だけでなく、写真、絵などを入れて

もかまいません。

・応募作品はひとり１点、未発表のものに限ります。

・作品は後日お返しします。

杉並区立中央図書館へ作品をお持ちください。

応募用紙に氏名・学年（年齢）・学校名・郵便番号・住所・電話番号・本の題

名を記入してください。

応募用紙は、杉並区立の全図書館にあります。（図書館ホームページからも、

個人応募用紙のダウンロードができます。）

募集期間：平成 28 年１０月１９日 ( 水 ) ～１１月２日 ( 水 )

 『本の帯アイデア賞』

　　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

第１３回 すぎなみ

講師：森英男さん（映像作家）

時間：午後１時～４時（開場：午後０時30分）

会場：地下視聴覚ホール

対象：中学生以上

定員：80名（※申込み先着順。10/15から受け付けます）

☆託児あります（１歳～未就学児。事前申込み制、先着５名）

１１／３
（木）

映画会＆講演会

「子どもに本を～石井桃子の挑戦Ⅰ・Ⅱ」
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しゅくじつ なかよしつうしん 2016年10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

10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　１０/６（木）、１０/２０（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。

★

★★

★ ★

★

★
ハロウィン工作会
1３:３0～1４:３０

おやすみ

あかちゃん
タイム

科学あそびの会
14:00～16:00

３０
★

★
３１

子ども映画会↑
14:00～15:３０


