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『あおいともだち』

「あそびにきてね あおいともだちより」という手紙が来た。

あおいともだちって だれだろう? 男の子は、あおいともだ

ちをさがして歩きます…。

佐々木 マキ／作

偕成社

ＥC（ちゃいろのラベル）

『あかいけいと』

佐々木　マキ／作

偕成社

ＥC（ちゃいろのラベル）

女の子が赤い毛糸をまきとっていくと、毛糸が、ハート、

おはな、スプーン、フォーク、走る人、おどる人、かた

つむり、ねこなど、いろんなかたちに! 毛糸の先には…
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３

読書週間「いざ、読書。」

本のカバーをプレゼント！

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

「ハロウィン工作会」魔女？コウモリ？どっちにへんしん？！

１０／２９の「ハロウィン工作会」では、おしゃれな魔女や

かっこいいコウモリに へんしんしたよ。おみやげは、まほうの

ほうき☆魔女ドレス、インタビューをうけたり、空をとんでいる

まほうつかいたちの写真は、児童コーナーにかざってあるよ。

みにきてね♪

１０／２７～１１／9（水）まで、

読書週間です。

本のカバー（文庫・新書サイズ）

をプレゼントしています。

ちゅうおうとしょかんのカウンターで

もらってね。



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★

ピーター・レイノルズ／作

なかがわ ちひろ／訳

主婦の友社

ＥR（あかのラベル）

ほん

ジャイルズ・アンドレイ／文

ガイ・パーカー＝リース／絵

まきの・M・よしえ／訳

PHP研究所　

ER（あかのラベル）

おんがく

え

年に一度のジャングル・ダンスのおま
つりの日。ダンスが うまく おどれない
きりんの ジェラルドは、ほかの動物た
ちから からかわれ、ダンス広場から に
げ出そうとしますが…。テンポのいい
お話と、のびのびしたイラストの絵本。

あふれる音を、心のままに弾いていた
少年ラジ。その音を愛した父は、息子
の才能をのばそうと先生を招くが…。
親だからこそ、子どもへ伝えることがで
きる人生のよろこびとは? 親子で読ん
でみてほしい一冊です。

『くらげのりょかん』 

きのこ狩りのとちゅうに、本日開店と
いう きみょうな くらげの旅館に招待
された おじいちゃんと 男の子。そこ
は、宇宙のかなたから やってきた宇
宙くらげの旅館だった! 

『こころのおと』 『きりんはダンスをおどれない』

やぎ たみこ／作

教育画劇　 

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

どくしょ こんげつ か

ほん

おと ひ

５

読書のあき！今月は、みんなが書いてくれた「おすすめ

の本」をあつめました。さて、おともだちはどんな本を

読んでいるのかな？

みんなにおすすめしたい本があったら、用紙に書いて

「おたよりポスト」に入れてね！

本のなかのおともだちは、かわいい絵をかいたり、うつく

しい音楽を えんそうして くるくるとおどったり、みんな

とってもたのしそうです。見て読んで、ワクワクするよう

な アートの本をあつめてみました。

『みかんちゃん』 

みこちゃんは みかんが大好き。あんまり
たくさん 食べたから、なんと みこちゃん
“みかんちゃん”になっちゃった! みかん
の香りが ただよってくるような、読み聞
かせにぴったりの楽しい絵本。

かわかみ たかこ／作

学研

EC（ちゃいろのラベル）

み よ

ほん

みんなのおすすめの本
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ちゅう りょかん
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※事前申し込みは定員に達しました。

１６ミリ子ども映画会

　『セロひきのゴーシュ』ほか１１／１２
（土）

時間：午後２時～午後３時５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）　

原作／宮沢賢治

「雪わたり」・「注文の多い料理店」

６

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

※事前の申し込みが必要です

１１／３
（木）

映画会＆講演会

「子どもに本を～石井桃子の挑戦Ⅰ・Ⅱ」

読書週間
（10/27 ～ 11/9）

期間中、

本のカバーを

プレゼント！

１１／６
（日）

時間：１部：午後２時30分～３時（幼児～小学校低学年向け）

　　　２部：午後３時10分～４時（小学校中学年～大人向け）

会場：地下視聴覚ホール　定員：60名（当日先着順）

共催：杉並おはなしの会『三つのりんご』・杉並区教育委員会

『聞いて楽しむ　お話の世界』
昔話の語りと絵本の読み聞かせです。
子どもから大人まで楽しんでいただけます。

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１１／１６
（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。　

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 )

募集作品

募集対象

応募方法

★第１３回『すぎなみ　本の帯アイデア賞』の作品募集★

★調べる学習コンクールの作品を展示しています★

１１月１９日 ( 土 ) ～１１月２４日 ( 木 )

調べる学習コンクール１９０８件の応募から厳正な審査
を経て入賞３０点が選ばれました。楽しい作品がいっぱ
いです。ぜひご覧ください。

場所 ： 児童資料室 （児童コーナー２階）

締切日必着
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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火曜日はお休みです

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

○おやすみ　１１/４（金）、１１/１７（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
1１:00～1１:３０

子ども映画会
14:00～15:０5

★

１１月のカレンダー

★

秋の特別お話会
1４:３０～1６:００

石井桃子さんの映画会
1３:00～1６:００


