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軟青口劇

ぢゃいうのラベ′ι
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だろ宇さんかごくが うみに あそびにき春した。

みんなで、みずぎ きて、ぅみに はいるこきは、みんなで

だろきたいそう′ みんなで うみで の～んびιl。

t載も1か 11こ 『なかくつをかいに』

星野 イクミ/作・綸
7じ―べ′ι館

ちゃOlうのラベ′ι

あたらしくできた ながぐつやさんに どうr31つたちがやって

きます。こころが、どうr31つ たちが えらぶのは、

ほかのごう431つむf十のながぐつけ加 l・ ・・
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め一たくんal、 こしょかんのことを おしえτくれるよ。

たこえは、こんな本 ′

〇『みこιlのカーテンをつくううJ葡市 う11子作 あかわ書層 EC
Orニカウ:′ (ゴ…ヤー)の輸本 そだてτあモぼうJ

ふじえだ くにみつ/へん 融六協 470′

あうちで そだてた ゴ…ャーか

aaきくなったんだ ′ たべたら,

にがいけこ aぃしかった～′

ベランダや 春このうかくに、ヨーヤーの

つるをネットにはわせて、

=■

oびぅょぅ

にするこ、みこιlのカーテンになるんだ。

ひかffになっτ、風がこあるこ、

こってもけずしいよ。

異alなった■―ヤーをたべτ、
みんなて

=を
たのしくすこそう′ め―たくん



あ甘すめのほた
『aじいちゃんちで あこ春ιl』

なかかわちひろ /作・絵  ポ協つ社  ちゃιlうのラベ′ι
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噛 ばあらゃんのここドの春膠う』
う°

翻旨 盲冒ン作  面片 拓費/絵  ア:′ ス館 らゃいうのうべ′ι

「はゃくaきなさぃ′J「わかったよ～う」

aかあちゃんこぼくは、「・̈ しなさい ′」
「わかったJきいに与 おなじここけを

くιlかえす。ゃろきがなくなっちゃうよ。
「よかった よかった」が くらくせの

おけあらゃんにそうだんしたら,ここけの

審膠うをかl十てくれるってJ

あじいうゃんうに ひこ
`lて

おこ攀ιl。

431た ιlで あふうゃさんにいったら、

ぜぜぜぜ一んこ うみ0おこかして…

おじいうゃんの ぼうl■んのけなしが

けじ審った。おじいうゃん、すごい′

お!が あ
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お西・
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『あきぐもぴっちゃん』
惨やし宇すみ/作・綸

岩崎書店 ちゃいうのラベ′L

たl lr31う のあった つごのひのあき、あ孝ぐも

のことも、ぴっちゃんが、やってきた。ぼくこ

おこうこは、きいこのびっちゃんこ あひろわ

したらl,かもごal:たべた
`l、

あそんだんだ。
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じこうコー十一に、ぼんが

てんじされているよ。

さんぽ ゴムぞうιl』

=鴨

樹夕絵
岩崎書店 ちゃいうのラベル

ぼくは、コムぞうιlを はいて、

かいものにてかlt審す。

かいもの さんぼ ゴムそう11。

ドゥンパ ドゥンパ ドゥンパ

タットン。ぼうけんしよう♪

「なつやすみ」
「のιltのの僣ん」

「たなけた」

1セげiOlr」
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コたげうのマ川



たなけたこうきくかい
『たなけたかJ]をつくろう』

ごご

'じ

～ 地下しぢょうかくホーrt
※申込みはいIIませた。直持、会場手ていらしてください。
※定員 25名。対象 :4歳～ 12歳

あからゃんおはなし会
あからゃんといっしょに
え僣んであそぼう

|ヽにン子
11o■‐

ツ
じごせん 口,じ～ しち ょうかくホー rι

あからゃんこ 11っ しょに えぼんをよんだ
`:、

てあそびを
して、あそび手す。
※申込みはい

`l●
せた。自燎 会場春ていらしてください。203事で

科学あそび0会
「した勝たflッ 電』

ゴムの業験
ごご2じ～4じ じこうしι:ょ うしつ

講師 :原田佐和子
材料け□書館で用意しきす。ちいさいおこもだち惨おこなの
ひこといっしょにきてわ。匈児～Jヽ学生 20名

つく

を作ろう。

☆鎖手は  AAAAAA
革性錦 ′ ～スウェーテン鎧

7/19(土 )～2,(月 。祝)視 聴党ホー′ι

リンドグレーン原作0この ,6ミ :′ 嗜目を3日連続て上峡
し手す。嗅目を通して、スウェーテンについて学んてみ孝
しょう。
★7/,9(土 )午 前 10時30分～午籠7時
★7/20(日 )午 前 冒0時30分～午像3時30分
★7/2,(月 )年 前 コ0時30分～午後3時30分
※幼児～中学生こその保護者 売薔50名 (申込み不要)

主催 :らいさ0ひこのえいがかっこう
後薇 :杉輩区彙青書員会
問合せ先 :らいさ0ひこのえいがが,こう n崎
メー′ι ●:gagakk●●ohol■a:l.ca Jp

電話  090-7132-33● 3

000000000000⑪ 00
☆なつやす諄チャじレジ勝じきるよ′
7/,9(土 )～3/3,(日 )       、

本を3冊から:●●l.本のかんそうなかくこ、シーfιが ,きい
もらえきす。シーfLが ,0春ιl,あつきると、
たのしい7じゼントがもらえ孝す。

●

"く科学7ッ クトーク ごご2じ～
※申込みが必要です。7/19(土 )から

カウンターかa電諷てattl■し孝す。

※小学生対象 20名参τ



おlJりし力、1

おやす許 7月 3剛相7臥村
※にちようび。しゅくじつ:ごご5じまで

おたのしみコーナー 謬

´
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すぎなみくりつちゅうおうとしょかん
3391-5754

⑤きれめを
ひろげる

③ひろげる
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さ

☆

か

④

⑤
おなじマークがかさなるようにまるめZ

なつたところにテープをはる

おはなしかいに
さんかすると
おみやげが
もらえるよ♪

水ようび ごご3じから
日ようび ごご2じ 30ぷんから

ばしよ:1階児童コーナー
「おはなしのへや」

※だい 1・ 3水ようびは、おはなしの
かい「3つのりんご」のおはなし
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