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－今号のトピックス－ 
 

・図書館で会える絵本 

・おはなしの会くーすけ 

・2017年ベストリーダー 

・2018年カレンダー 

 

改改訂訂版版ががででききままししたた！！  

「「図図書書館館でで会会ええるる絵絵本本」」  

幼幼児児向向けけ推推薦薦絵絵本本リリスストト  

 ８年ぶりに改訂した本冊子では、６歳までに出合ってほしい絵

本を 120冊掲載しています。長く子どもたちに読み継がれてきた

絵本を中心とし「すべての子どもに、宝物となる本との出合い

を！」という思いを込めて選んだ絵本ばかりです。 

 新たに、それぞれの絵本を《よんだ日》がメモできる欄や巻末

にはお気に入りの絵本の読書記録を書き込むことのできるペー

ジを追加しました。この冊子が子どもたちの身近にいる方々に活

用していただけることを願っています。 
平成 30 年３月刊行 

A5 判 48 ページ 

刊行記念◇特別貸出企画 

中身の絵本がわからないように包んであります。

どれでも好きな包みを一つ選んでかりてください。

お家に帰って開けてみるまでのお楽しみ！ 

はじめての絵本との出合いもお気に入りの絵本と

の再会もわくわくしながら楽しんでください。 

３月 21 日（水）～25 日（日） 

※本人の貸出券で１セットずつ借りられます 

※先着 100セット、なくなり次第終了します。 

－入手方法－ 

3 月 26 日（月）から、

中央図書館及び市内各

図書室で配布します。 

３冊の絵本と一緒に

一般配布に先駆けて  

 上記の小冊子も 

封入します。 
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特別おはなし会 in 公民館のつどい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会の名前の由来は？ 

 多摩川の昔話「カッパのクー助」にちなん

で名づけました。 

 キュウリ畑で盗み食いをしていたクー助

は、ごん平じいさんに捕まって江戸の見世物

小屋に売られてしまいます。毎日、芸を仕込

まれつらい目にあうのですが逃げ出して、玉

泉寺のナンジャモンジャの木に引っ掛かって

いるのを助けられました。 

『多摩川のむかし話』（石井作平 著）より 

狛江おはなしの会くーすけは、おはなしの楽しさをお届け 

しているグループです。中央図書館のおはなし会のお手伝いをしながら、 

今年 20 周年を迎えました！ 

  長年読み継がれてきた絵本や各地に伝わる昔話や語り、また新しい絵本などに 

ついても学びながら、より良いおはなしをお届けできるようにしています。 

お子さん向けに限らず、大人や高齢者の方に喜ばれるおはなしを得意とするメンバーも

いて、様々な形で出張おはなし会に出かけることもあります。図書館で行われるおはなし

会では、小さなお子さんのキラキラした瞳に元気をもらいつつ、日々頑張っているお母さ

んやお父さんのほっとできる時間になれば、と願っています。 

 

おはなし会の時間に図書館にいらしたら、ぜひおはな

し会を覗いてみてください！おはなし好きなおばさんた

ちが、楽しそうに絵本を読んでいるかもしれません♪ 

大人にとっても子どもにとっても、読んでもらう、耳

から聴くという体験は、自分で読むのとは違うものです。   

皆さんも「おはなしの楽しさ」を 

ぜひ図書館で!! 

 

狛江おはなしの会くーすけ 
～図書館とともに２０年～ 

 

平成 30年３月７日（水）、中央公民館

2階講座室で「くーすけおはなし会」を

実施しました。幼児向けと小学生向けの

２回に分け、素語りを中心に、絵本や紙

芝居、パネルシアターなど、合間に手遊

び歌を交えながら楽しみました。 

 小学生の会では、会の名称の由来にも

なった多摩川の昔話「カッパのクー助」

が語られました。地元の昔話に最後まで

聴き入っていました。 
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１位 羊と鋼の森 
宮下 奈都／著 文藝春秋 913.6 ﾐ 

２位 コンビニ人間 

村田 沙耶香／著 文藝春秋 913.6 ﾑ 

３位 陸王 

池井戸 潤／著 集英社 913.6 ｲ 

４位 火花 
又吉 直樹／著 文藝春秋 913.6 ﾏ 

５位 危険なビーナス 
東野 圭吾／著 講談社 913.6 ﾋ 

６位 恋のゴンドラ 
東野 圭吾／著 実業之日本社 913.6 ﾋ 

７位 
人魚の眠る家 
東野 圭吾／著 幻冬舎 913.6 ﾋ 

 
蜜蜂と遠雷 
恩田 陸／著 幻冬舎 913.6 ｵ 

９位 
ラプラスの魔女 
東野 圭吾／著 KADOKAWA 913.6 ﾋ 

10位 
海の見える理髪店  
荻原 浩／著 集英社 913.6 ｵ 

１位 
フランス人は 10 着しか服を持たない 
ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590 ｽ 

２位 

どんなに体がかたい人でもベターッと開

脚できるようになるすごい方法 

Eiko／著 サンマーク出版 781 ｴ 

３位 フランス人は 10 着しか服を持たない 2 
ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590 ｽ 2 

４位 言ってはいけない 
橘 玲／著 新潮社 304 ﾀ 

５位 最後の秘境東京藝大 
二宮 敦人／著 新潮社 377 ﾆ 

６位 嫌われる勇気 
岸見 一郎／著 ダイヤモンド社 146 ｷ 

７位 人生がときめく片づけの魔法 
近藤 麻理恵／著 サンマーク出版 597 ｺ 

８位 

難しいことはわかりませんが、お金の増や

し方を教えてください！ 
山崎 元／著 文響社 338 ﾔ  

９位 「凛とした魅力」がすべてを変える 
ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590 ｽ 

10位 お金を整える 
市居 愛／著 サンマーク出版 591 ｲ 

１位 かいけつゾロリシリーズ 
原 ゆたか／作・絵 ポプラ社 913 ﾊ 

２位 
エルマーのぼうけん 

ルース・スタイルス・ガネット／作 福音館書店  

933 ｶ 

３位 はれときどきぶた 

矢玉 四郎／作・絵 岩崎書店  913 ﾔ 

４位 番ねずみのヤカちゃん 
リチャード・ウィルバー／作 福音館書店  933 ｳ 

５位 チョコレート戦争 
大石 真／作 理論社  913 ｵ 

６位 ハリー・ポッターと呪いの子 
J.K.ローリング／著 静山社  932 ｿ 

７位 
ルドルフとイッパイアッテナ 
斉藤 洋／作 講談社 913 ｻ 

８位 
せかいいちの名探偵 
杉山 亮／作 偕成社 913 ｽ 

９位 
みどりいろのたね 
たかどの ほうこ／作 福音館書店 913 ﾀ 

10位 
ルルとララのようこそタルト 
あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店 913 ｱ 

１位 おばけのてんぷら 
せな けいこ／作・絵 ポプラ社 E ｾ 

２位 
ぐりとぐら 

中川 李枝子／作 山脇 百合子／絵  
福音館書店 E ﾔ 

 

としょかんライオン 

ミシェル・ヌードセン／作 ケビン・ホークス／絵
岩崎書店 E ﾎ 

４位 すてきな三にんぐみ 
トミー=アンゲラー／作 偕成社 E ｳ 

５位 はらぺこあおむし 
エリック＝カール／作 偕成社 E ｶ 

６位 バムとケロのもりのこや 
島田 ゆか／作・絵 文渓堂 E ｼ 

７位 おばけでんしゃ 
内田 麟太郎／文 西村 繁男／絵 童心社 E ﾆ 

８位 バムとケロのおかいもの 
島田 ゆか／作・絵 文渓堂 E ｼ 

９位 くだもの 
平山 和子／作 福音館書店 E ﾋ 

 
11 ぴきのねこ ふくろのなか 
馬場 のぼる／著 こぐま社 E ﾊ 

 

2017年 1月から 12月までの 1年間に、市内の図書館・図書室で貸出の多かった本のベストテンです。

小説の１位は 2016年の本屋大賞の「羊と鋼の森」２位は第 155回芥川賞の「コンビニ人間」３位は 

昨年テレビドラマ化されて話題になった「陸王」でした。絵本の１位と２位は昨年と一緒でした。 

小説 

児童書 絵本 

ノンフィクション 


