
 

   
  菜の花を植え、収穫し、菜の花まつりを行います。子どもたちと一緒に作物を育て、収穫し、食べるという活動を 

 通じて、親子のふれあいや、食べ物を大切にする心を育てます。 

       １０月 23 日（土）・12 月 4 日（土）・令和 4 年 2 月 5 日（土）・3 月 12 日（土）午前 9 時 30 分 ～ 

          ＊ 詳細は、広報こうなん 10 月号をご覧ください。 

 

  
  子どもたちに読書の楽しさを届ける活動をしてみませんか？読み聞かせの意義やノウハウを学ぶだけではなく、 

実演として図書館でおはなし会を開きます。子育て・孫育ての現役の方やボランティア復帰を検討中の方、 

子どもと読書に関心のある方、ぜひご参加ください。 

       10 月 31 日（日）11 月 14 日（日）11 月 28 日（日） 午前 10 時 ～ 11 時 30 分 

          ＊ 詳細は、広報こうなん 10 月号をご覧ください。 

 

  
  お子さまのお気に入りのぬいぐるみと一緒にお話を聞き、ぬいぐるみだけ図書館にお泊まりします。夜の図書館で、 

ぬいぐるみたちは何をしているのでしょうね？ その様子を写真に収め、お子様にプレゼントいたします。 

       11 月 3 日（祝）午前 10 時 ～ 

          ＊ 詳細は、広報こうなん 10 月号をご覧ください。 

 

 

  

1100//1177（（日日））  

手手づづくくりりののおおははななしし会会                              

                        （（  図図書書館館ススタタッッフフ    ））  

    午午後後 33 時時～～  
絵絵本本のの読読みみ聞聞かかせせとと  

簡簡単単工工作作をを行行いいまますす。。  

工工作作：：魔魔女女ととおお化化けけののモモビビーールル  

    対対象象  幼幼児児・・小小学学校校低低学学年年  

定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  1100//33～～1100//1166    

1100//2244（（日日））  

子子どどもも図図書書館館司司書書体体験験                              

                              （（  図図書書館館ススタタッッフフ    ））  

午午前前９９時時 3300 分分  ～～    
図図書書館館のの裏裏側側のの見見学学やや仕仕事事  

のの体体験験ががででききまますす。。  

詳詳ししくくはは、、広広報報ここううななんんをを  

ごご覧覧くくだだささいい  

  定定員員  33 人人（（先先着着順順））  

  申申込込  1100//1100～～1100//2222  

1100//99（（土土））    
世世界界のの紙紙芝芝居居  

  （（市市国国際際交交流流協協会会会会員員））  

    午午後後 33 時時～～  

外外国国のの昔昔話話をを外外国国のの言言葉葉でで  

すするるおおははななしし会会でですす。。  

幼幼児児かからら大大人人のの方方ままでで  

楽楽ししめめまますす。。  

    定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  1100//22～～1100//77  

 

1100//1166（（土土））  

スストトーーリリーー  

テテリリンンググ      
（（  江江南南おおははななししののろろううそそくく））  

        午午後後 33 時時～～  
耳耳でで楽楽ししむむおおははななしし会会でですす  

絵絵本本やや紙紙芝芝居居をを使使わわなないいののでで、、

５５歳歳くくららいいかからら楽楽ししめめまますす。。  

定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

申申込込  1100//22～～1100//1144  

 

1100//3311（（日日））  

大大人人図図書書館館司司書書体体験験                              

                              （（  図図書書館館ススタタッッフフ    ））  

午午後後２２時時  ～～４４時時  
図図書書館館のの裏裏側側のの見見学学やや仕仕事事  

のの体体験験ががででききまますす。。  

詳詳ししくくはは、、広広報報ここううななんんをを  

ごご覧覧くくだだささいい  

  定定員員  33 人人（（先先着着順順））  

  申申込込  1100//1177～～1100//2299  

1111//1133（（土土））  
    

読読みみ聞聞かかせせ会会  
  （（ああめめんんぼぼ））  
        午午後後 33 時時～～  

紙紙芝芝居居ななどどのの楽楽ししいい読読みみ聞聞かか

せせ会会でですす。。  

幼幼児児かからら小小学学校校低低学学年年ののかかたた

向向けけでですす。。  

  定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  1111//11～～1111//1111  

  

 

1111//66（（土土））  

スストトーーリリーー  

テテリリンンググ      
  （（  江江南南おおははななししののろろううそそくく  ））  

        午午後後 33 時時～～  
耳耳でで楽楽ししむむおおははななしし会会でですす。。

絵絵本本やや紙紙芝芝居居をを使使わわなないいののでで、、

５５歳歳くくららいいかからら楽楽ししめめまますす。。  

定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

申申込込 1100//2244～～1111//44  

 

1100//1177（（日日））    

石石こころろアアーートト教教室室  
古古知知野野東東公公民民館館会会議議室室  

（（  川川口口  邦邦彦彦ささんん  ））  

午午前前９９時時 3300 分分～～  
石石ななどどをを使使っっててハハロロウウィィンン

のの飾飾りりをを作作りりまますす。。  

対対象象  小小学学生生  

定定員員  １１００人人（（先先着着順順））  

申申込込  1100//33～～1100//1166  

参参加加料料  １１００００円円  

1111//33（（水水祝祝））  
    

おおははななしし会会  
  （（よよみみっっここククララブブ））  
    午午後後 33 時時～～  

幼幼児児かからら小小学学校校低低学学年年ののかかたた

向向けけでですす。。  

定定員員  33 組組（（先先着着順順））  

申申込込  1100//2233～～1111//11  

 

現在、行事はすべて申込みが必要となります。＊詳細は広報でご確認ください 

申込は、期間内に図書館まで 電話も可 0587（56）2306 

特別整理期間 
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『オレじてんしゃ！』

E オ ★☆ 

ほるぷ出版 

石井聖岳/作 

『うちゅうじんだぞ

おとうとうさぎ!』E ウ

★☆クレヨンハウス 
ヨンナ・ビョルンシェー

ナ/作  

『いつつごうさぎと

うみのほうせき』 

E イ ★☆岩崎書店 

まつおりかこ/作・絵 

『ぱったんして』 

★☆  Ｅハ  

KADOKAWA 

松田奈那子/作  

『ふしぎなヒーロー

やさん』★☆ Ｅフ  

金の星社 

みやにしたつや/作絵 

 

『まーるいまーるい』

E マ ★☆ 

金の星社 

せなけいこ/作・絵 

『どうぶつせんきょ』

★★ Ｅト  

ほるぷ出版アンドレ・ホ

ドリゲスほか作 木下眞

穂/訳 

 

『ついてくる』★★ 

Ｅツ  教育画劇 

小川育/作・絵 

 

『すなのおしろ』★★

Ｅス 光村教育図書 

エイナット・ツァルフ

ァティ/作 青山南/訳 

 

 

『おもちゃびょうい

ん』 ★★ 

Ｅオ  白泉社 

 木島誠悟/著 

 

『タンポポのたねど

うしてとんでいくの 

？』★★Ｅタ  

文一総合出版 
ごとうまきこ／え 

かんちくたかこ／ぶん 

『どうぶつ勝負(かち

まけ)はっけよい!』 

★★ Ｅト 教育画劇 

大橋慶子/作・絵 

 

『バズとベンツはお

ともだち?』★★Ｅハ 

潮出版社 ハイディ・マ

ッキノン／さく よしは

らなお/やく（英語併記） 

 

 

『ちょとつ』 ★☆ 

Ｅチ 絵本塾出版 

立川治樹/ぶん 

くすはら順子/え 

 

『ちんあなごのちん

ちんでんしゃ』★☆ 

Ｅチ 講談社 

大塚健太/作  

くさかみなこ/絵 

 

『ポッポポーン』★☆

Ｅホ 白泉社 

たまむらさちこ/著 

 白泉社 

 

 

『どうぶつたちのあきの

おたのしみって?』★☆

Ｅト 岩崎書店 アン・

ウィットフォード・ポー

ル／ぶん  デイヴィッ

ド・ウォーカー／え 

 

『おばけと友だちに

なる方法』★★ 

Ｅオ 福音館書店 

レベッカ・グリーン／

作 岸本佐知子/訳 

『いっしょにおいわ

いクリスマス』E イ 

★☆  女子パウロ会 

ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ﾊﾞﾄﾗｰ/ぶん 

ﾃｨﾅ･ﾏｸﾉｰﾄﾝ／画 

『おつきみセブン』 

E オ  ★☆世界文化

ワンダークリエイト 

もとしたいづみ/作 

ふくだいわお/絵 

『きんたろうようち

えん』E キ ★☆  

あかね書房 

やぎたみこ/作 

★０～２ 歳       ★☆０～５歳       ★★３～５歳 

 
 

『すやすやおやすみ』★ 福音館書店 

Ｅス 石津ちひろ/ぶん 酒井駒子/え 

       

 ひらひら飛んでいるちょうちょも、みゃあみ

ゃあ鳴いている子猫も、りんごも、おもちゃも、

女の子も、みんな「すやすや おやすみ」…。

眠りの世界に誘ってくれる、静謐な美しさに満

ちたおやすみなさいの絵本。 

『ポッポーきかんしゃよるさんぽ』★   

アリス館 

 Ｅホ とよたかずひこ/著 
  

夜です。一日働いた機関車は、顔をきれいに

してもらい、おやすみです。機関車が「ぐーぐ

ー、すーすー」と寝ていると、子羊さんが「し

くしく、メエメエ、眠れないよう」とやってき

て…。擬音が楽しい絵本。 

 

『くろねこのほんやさん』★☆ 小学館 

 Ｅク  シンディ・ウーメ／文・絵     

  
本を読むことが何よりも好きなくろねこ。あ

る日、町で小さくてかわいい子どもの本屋さん

を見つけたくろねこは、お店のお手伝いをする

ことに。くろねこの本屋さんはやがて町中に知

れ渡り、大人気になりますが…。 

 
 

『うちのねこ』★★  

 Ｅウ 高橋和枝/作 アリス館 

 

ねこ、ねこ、こわくないよ、だいじょうぶだ

よ。ゆっくりゆっくり、うちの子になってね-。

ソファの下に隠れたり、毛を逆立てて怒ったり

していた元野良猫が「うちのねこ」になるまで

を描いた絵本。   

 

『ことりのおまじない』 ★☆ 絵本館 

 Ｅコ おおなり修司/文 丸山誠司/絵 
                 

「こ」をとる、ことりのおまじない。やまね

こから「こ」をとって、やまねにしたり、こさ

めから「こ」をとって、そらからさめをふらせ

たり。ことりは、「こ」をたすひみつのおまじ

ないももっていて…。 

 

『おばけのまんまる』★★ 講談社 Ｅオ

ひろただいさく/作 ひろたみどり/作 

ある夜、はなちゃんの家のおしいれに迷子の

おばけがやってきました。名前はまんまる。は

なちゃんは、ママがくるまで、まんまるといっ

しょにいてあげることにしました。ふたりは、

おしいれにかざりつけをすることにしますが

…。 

 

 
11 月 1７日（水）～11 月 25 日（木） 

蔵書点検とは、図書館に所蔵する本がちゃんとあるかを点検する作業です。そのために、長期のお休みをいただきます。 

    この期間は、通常の貸出期間より 10 日程長く借りる事ができます。 

是非、この期間にたくさんの絵本に出会い、子どもたちと一緒に絵本の世界を楽しんでください。 
 

 

 
「絵本特設コーナー」は、たくさんある絵本のなかから、ひとつのテーマの本を集めて、皆さんに紹介しています。 

 10 月のテーマは【王子さま お姫さま】です。 

  
    


