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『かいじゅうたちのいるところ』
モーリス・センダック／さく
じんぐうてるお／やく

[冨山房]

ある ばん、マックスは おおかみの ぬいぐるみを きると、
いたずらを はじめて おおあばれ。おかあさんに しかられ
ゆうごはん ぬきで、しんしつに ほうりこまれた。
すると、しんしつに、どんどん きが はえて、
あたりは すっかり もりや のはらと なった。
そこへ、なみが うちよせて、ふねを はこんできた。
マックスは そのふねに のって、よるも ひるも こうかいし、
ひとつき ふたつき ひが たって、１ねんと １にち こうかいすると、
ついたところは、かいじゅうたちの いるところ。
かいじゅうたちは、マックスを みると、すごい こえで ほえて、
すごい はを ならして、すごい めだまを ぎょろぎょろ させて、
すごい つめを むきだした。
とうとう、マックスは はらをたて、かいじゅうたちを どなりつけた･･････。

しょうかい

ほん

あいだ

ひ ろ ば

ここで紹介した本は、10 月 7 日～4 月 5 日までの 間 、ふくちゃん広場にあります。

たび

『ブルーベリーもりでの
プッテのぼうけん』

『旅するベッド』
（ジョン・バーニンガム／作

長田弘／訳

ほるぷ出版）

（エルサ・ベスコフ／さく・え

ふるものや

ジョージーが古物屋でかってもらったベッドは、

おのでらゆりこ／やく

福音館書店）

まほうのことばをとなえれば、どこへでもじゆうに
たび

おかあさんのたんじょうびにあげるブルーベリー

旅ができるふしぎなベッドだった。ジャングルでま
まじょ

がみつからなくて、ないているプッテに、はなしか

いごのトラをたすけたり、魔女たちときょうそうし
たび

たり、ジョージーはベッドにのってなんども旅して

けてきたこびとのおじいさんは、ブルーベリーもり

いたが……。

のおうさまでした。おうさまがつえでプッテにさわ
ると、プッテもちいさくなりました。まわりのなに

『エルマーとりゅう』

もかもがおおきくみえ、くさばなはやぶのようにし
げっています。

（ルース・スタイルス・ガネット／さく
ルース・クリスマン・ガネット／え
わたなべしげお／やく

子どもの本研究会／編集
福音館書店）

じま

どうぶつ島でとらわれていたりゅうをたすけ
たエルマーは、りゅうのせなかにのってうちに
かえるとちゅう、あらしにあいます。くたくた
とう

のふたりがなんとかたどりついたカナリヤ島で
おう

は、カナリヤの王さまがしりたがりのびょうき
にかかっていました。

エルマーのおはなしは、
ぜんぶで３さつあります。
こちらも
おすすめ！
め

『あおい目のこねこ』

『おしいれのぼうけん』
（ふるたたるひ・たばたせいいち／作

童心社）

（エゴン・マチーセン／さく・え

せたていじ／やく

福音館書店）

にん

『おどる１２人のおひめさま』（ほるぷ出版）
くに

あお

さくらほいくえんのこわいものは、おしいれと、

め

青い目のこねこは、ねずみのくにをみつけにでかけました。
め

にんぎょうげきにでてくる“ねずみばあさん”。

さかな、はりねずみ、きいろい目のねこ、だれにきいてもどこ
あ

『ようこそ かくれんぼの国へ』 （福音館書店)
『そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう』 （ほるぷ出版）

あるひ、あきらとさとしがわるさをしておしいれに

にあるのかわかりません。とちゅう、いぬにほえられ、とび上

『ちいさなたいこ』（福音館書店）

いれられると、「そこにいるのはだれだ？」とこえ

がって、おちたところはいぬのせなか。かけだしたいぬにつか

『まじょの おとしもの』（福音館書店）

やま

がして、ねずみばあさんがあらわれました。

まり、山をのぼって、くだって、ついたところは･･････。

がつ

ちいさいひとのじかん

かい

１０・１１月のおはなし会

（４さい～しょうがく１ねんせい）

としょかん

じかん：４じ～４じ３０ぷん
かぜ

かみ

こ

10/ 5(木)｢風 の神 と子 ども｣ほか

10/19(木)｢おいしいおかゆ｣ほか

11/ 2(木)｢しおちゃんとこしょうちゃん｣ほか

きょう

11/16(木)｢ねずみ 経 ｣ほか

きたぶんかん

じかん：３じ～３じ３０ぷん

さん

ふだ

10/ 7(土)｢三まいのお札｣ほか

10/21(土)｢びんぼうこびと｣ほか

11/ 4(土)｢ホットケーキ｣ほか

11/18(土)｢屋根がチーズでできた家 ｣ほか

や

ね

いえ

みなみぶんかん

じかん：３じ～３じ３０ぷん
さんまい

ふだ

10/ 7(土)｢こすずめのぼうけん｣ほか

10/14(土)｢三 枚のお札 ｣ほか

10/21(土)｢ついでにペロリ｣ほか

11/ 4(土)｢あなのはなし｣ほか

11/11(土)｢やまなしもぎ｣ほか

11/18(土)｢がちょうはくちょう｣ほか

いこまえきまえ としょしつ
さんまい

じかん：３じ～３じ３０ぷん

ふだ

10/ 7(土)｢三 枚のお札 ｣ほか

10/14(土)｢ホットケーキ｣ほか
まめ

した

すずめ

ちい

あか

10/21(土)｢わらとすみとそら豆 ｣ほか

11/ 4(土)｢舌 きり 雀 ｣ほか

11/11(土)｢ふしぎなたいこ｣ほか

11/18(土)｢小 さな赤 いセーター｣ほか

しかのだい ふれあいほーる としょしつ
つき

はなし

じかん：３じ～３じ３０ぷん

10/ 7(土)｢お月さまの 話 ｣ほか

10/21(土) おやすみ

11/ 4(土)｢いたずらおばけ｣ほか

11/18(土)｢ふしぎなたいこ｣ほか

しゃ

ねん

てん

こぐま社５０年のあしあと展

ｉｎ ＩＫＯＭＡ
にゅうじょう む り ょ う

“こぐまのともだちやってきた”

入 場 無料

◆とき：１０月７日（土）～２２日（日） １０：００～１７：００ （10 月 16 日はおやすみ）
と し ょ かいかん

◆ところ：図書 会館 ３F

しみん

市民ホール
『11 ぴきのねことぶた』
いえ

の家であそべるよ！
げんが

てんじ

ⒸNoboru Baba

原画の展示や
たの

楽しいイベントが
ⒸKayako Nisimaki

ⒸKen Wakayama

いっぱい！
わたしのワンピースの

こぐまちゃんとフォト

うさぎさんになろう！

ブースで写真を撮ろう

しゃしん

と

う！
＜2017 年 10 月～2018 年 3 月のおやすみ＞
毎週月曜日、館内整理日（10／6、11／10、12／1、2／2、3／2）
、
年末年始（12／２8～1／4）
、特別整理期間（2／19～2／26）

☆10／9（月）、11／3（金）、11／23（木）、12／23（土）、1／8（月）、
2／11（日）、3／21（水）の祝日は全館開館（9：30～17：00）します。

しんぶん

ふくちゃん新聞は、つぎは
がつごう

たの

４月号です。お楽しみに！

