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☆日曜あさのおはなし会 

日 時：10月 1 日（日） 

    10：30～10：50 

 

☆毎月 23 日はこまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 「まほう」 

日 時：10月 22 日（日） 

    10：30～10：50 

 

・よんでよんで 

日 時：10月 22 日（日） 

    10：00～16：00 
 

いずれも 場 所：空とこども絵本館 

     対 象：どなたでも 

10 月の展示 

10 月の企画コーナー 

テーマ「まほう」 

 

松居直コレクションギャラリー 

こどものとも 17号  

『もりの むしたち』 

三芳 悌吉/作・画 

福音館書店 

小松市立空とこども絵本館 
・住 所  :小松市小馬出町 10 番地 3 

・T E L :0761-23-0033（Fax:0761-23-5122） 

・E-mail   :bookrin@city.komatsu.lg.jp 

・U R L :www.city.komatsu.lg.jp/ 

soratokodomoehonkan/ 

赤ちゃんから大人までどなたでも入館できます。 

小学生までは保護者同伴をお願いしています。 

…ブックスタート 

10 月のイベント 

10 月のカレンダー 

☆チョークでお絵描きは、晴れた日の土・日・祝１０：００～１６:００に実施します。 
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日増しに秋の深まりを感じる季節となりました。少し

ずつ気温も下がってきて過ごしやすくなりましたね。 

絵本館でゆったりと絵本を楽しんで下さいね。 

…よんでよんで 

 

開館時間… 9 時～17 時 

☆ＯｎｅＤａｙコンサート 音さんぽ   
音につつまれて公園を散歩しよう！ 

  日 時：10月 15日（日） 

  10：30～空とこども絵本館「ドラえもん」他 

11：20～宮本三郎美術館 

12：30～市立図書館 

13：20～本陣記念美術館 

14：10～博物館 

15：00～絵本館ホール ｢アメリカ｣他   

   

♪演奏：小松シティ・フィルハーモニック 

♪演奏時間は、1 施設２０分程度です。 

☆Ｂook かふぇ ～古書とお茶でゆったりと～ 

《松居直コレクションプロジェクト主催》 

  日 時：10月 22日（日） 

    10：00～15：00 

  場 所：絵本館ホール 

 

☆秋を見つけに出かけよう！「森のとしょかん」 

  日 時：１０月２２日（日） 

    10：00～15：00 

   ♪芦城公園内のテントの中でおはなし会。  

    絵本館広場にもテントが出るよ！ 

   ♪図書館と絵本館を周るスタンプラリーも 

あります。 

 



 

『トマトさん』  
あつーい夏の日、畑のすみっこのト

マトの木から真っ赤なトマトさんが

地面に落ちました。近くの川でミニ

トマトや小さな生き物が涼むけど、

トマトさんは「みっともないでしょ」

と意地を張ります。 

でも…。 

『ぷきゅっ』 
りんりんは元気な恐竜の赤ちゃんです。

話せる言葉が「ぷきゅっ」だけなので、

ママは心配になってパパや友達のママに

相談します。 

読んでいると、りんりんのかわいらしさ

に笑みがこぼれます 

 
きたやま ようこ/著 

主婦の友社 

 

『ともともの ぱくぱくぱっくん』 
ともともは、黄色いバナナを食べると

羽が黄色になり、青い魚を食べると青

に変わります。ともともは好き嫌いを

せずに、ぱくぱくといろんなものを食

べるのですが、あれ？元の羽の色に戻

れるのかな？ 

 

 

『ポンポンおふね』 
猫が船の上で居眠りをしていたら、船

が出発しちゃった！ポンポンポン、と

小気味よい音を鳴らして船は沖へ沖

へと出ていきます。途中で音が違う、

いろいろな船に出会います。 

楽しく読み聞かせできますよ。 

 
 

☆絵本館からのお願いです☆ 

 絵本館では、職員が可能な限り補修していますが、補修が難しいと思われた時には同じ絵本を購入していた
だくようにお願いすることもあります。絵本館の絵本はみんなの絵本です。絵本館での閲覧と同じように、 
ご家庭でも家族の方が付き添って読んであげてください。 
 利用してくださる方皆様が楽しめるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 
＊もし破れてしまった場合は、そのままお持ちください。（セロテープ等は貼らないでください） 

 

 

田中 清代/作 

福音館書店 

『14ひきのやまいも』 
山芋掘りに出かけるネズミの大家族。 

家族で助け合って、大収穫の喜びと、 

草花や木やきのこなどの、秋の実りの 

風景を楽しんで下さい。 

11 月のイベント 

3.4.5歳 0.1.2歳 

今月のおすすめ 

「のはらうた」 

今月のおすすめ絵本 

くどうなおこ詩集 

『版画のはらうたⅣ』 

童話屋より 

『ねてるの だあれ』 
あれ？これは何かな？見たことない

ね。殻を破ると、あれれ、中に赤ちゃ

んが入っているんだね。最後はみんな

の大好きなくだもの。自分で皮をむき

たくなります。 

三浦 太郎/作 

講談社 

いわむら かずお/作 

童心社 

きむら ゆういち/作・絵 

あるまじろ書房 

 

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：11月 5 日（日） 

      10：30～10：50 

 

☆こまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 

日 時：11月 23日（木・祝） 

     10：30～10：50 

 

・よんでよんで 

  日 時：11月 23日（木・祝） 

       10：00～16：00 

『おべんとう』 
食欲の秋。行楽の秋。お弁当を持って

外へお出かけしたいね。子どもたちが

大好きな食材が、ページをめくるごと

に彩りよくお弁当に入っていきます。 

ページごとにわくわく。本当に食べた

くなります。 小西 栄子/作 

福音館書店 

鈴木 永子/作 

福音館書店 

『りんごがコロコロｺﾛﾘﾝｺ』 
ぞうさんがりんごを取ろうとしたら、

あっ！りんごはぞうさんの上をコロ

コロコロリンコ。あれあれ、リンゴは

次々と動物たちの上をコロコロ。いっ

たいどこまでコロリンコかしら。楽し

くページをめくってみてね。 

『されどオオカミ』 
オオカミのボス・タオは強くて賢く、そし

てやさしい。いつもタオに家畜を襲われる

村人に頼まれてタオに向かう若者バート

ル。｢オオカミだって一生懸命生きている。

むしろ人間の方が…。｣と感じながらの 

戦い。共生は出来ないのでしょうか。 

考えさせられます。 

 

『はやくかえってこないかな』 
ちょっと早いですが、風景は冬です。 

もみちゃんはパパの誕生日にママと 

いっしょにケーキを作りました。でも

パパはなかなか帰ってきません。 

パパへの思いやりと、子どもらしい 

葛藤の微笑ましい場面が展開していき

ます。 

☆チェンバロ演奏会 

日 時：11月３日（金・祝） 

       10：30～11：00 

神沢 利子/作 

山内 ふじ江/絵 

福音館書店 

★絵本館のしごと★ 《絵本の修理》 

貸出や館内閲覧で、絵本は少しずつ

傷んできます。時間を見つけては、

ボランティアの方と修理していま

す。専用のテープ、のりなどでくっ

つけたり、折れ曲がったところはア

イロンをかけたり、色が剥げたとこ

ろは色鉛筆で色付けしたりと、とて

も時間がかかりますが、またみんな

に読んでもらえるよう頑張っていま

す。 

 

みんなの絵本 

大切に

  


