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わたしが

おしらべしまーす。

夏休みチャレンジ

３１日まで

やってるよ！
夏休みチャレンジ

キャラクター

おばけの ぶん子ちゃん



２

『タンチョウのきずな
　「日本の鶴」の一年』

なかざわ しょうこ

冬の北海道の写真からはじまります。日本の鶴、タンチョウの一年が

写真と文でしょうかいされます。夏、タンチョウは、なにをしている

のでしょうか。どうぶつやしょくぶつ、からだやすうじ、かがくの絵

本は、みどりのラベルのところにあります。

６にんのこどもたちが、広島でたいけんした ふしぎなおはなし。

ことしは、広島・長崎に原爆がおちて７０年です。

ＹＡコーナーに「平和を考える夏」というテーマで本がてんじ

されています。かしだしできます。

え

　久保 敬親／写真・文

　小学館

　みどりのラベル

　中澤 晶子／作　ささめや ゆき／絵

　汐文社

　９１３ナのラベル　

『３＋６の夏

ひろしま、あの子はだあれ』

くぼ  けいしん

にほん　つる　　　いちねん

さん たす ろく　  なつ

ひろしま

ひろしま  ながさき　げんばく　　　　　　　　ねん

へいわ 　かんが 　　なつ　　　　　　　　　　　ほん

しゃしん 　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　なつ

ふゆ　ほっかいどう　しゃしん　　　　　　　　　　　にほん　　つる　　　　　　　　　いちねん

ほん

にんじゃ　　　　かい

忍者に変身して、忍術を勉強

したよ。せんぱい忍者のこと、

あいことば、しのび足、手裏剣！

お殿さまの指令で、忍び足で

児童コーナーに潜入！

ヒミツの七夕かざりをみつけて、

お殿さまから、ごほうびの巻物を

もらいました。

にんじゃ　　 へんしん       　　　にんじゅつ 　べんきょう

　　　　　　　　　　　　　　　　にんじゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　あし　　しゅりけん

　　との　　　　　　しれい　　　　　しの　　あし

じどう　　　　　　　　　　　せんにゅう

　　　　　　　　たなばた

　　との　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まきもの

３

リポーターめーたくんが
としょかんのイベントを
しょうかいしてくれるよ

めーたくん

児童コーナーに”しゅくだいがんばれ！”と

いうタイトルで、自由研究や工作など、宿題に

役立ちそうな本を展示しているよ。おはなしの

部屋の入口にある、展示コーナーをみてね！

「忍者こうさく会」

忍者こうさく会

７月４日（土）に

おこなわれました！

にんじゃ　　　　　　　 かい

夏休みの自由研究やらなくっちゃ！

でも、なにをやったらいいかなぁ？

おしえて！　めーたくん！

Ｑ.

A.



『ゆうれいなっとう』
苅田　澄子／文
大島　妙子／絵
アリス館
ちゃいろのラベル

じどう展示コーナー

あつい夏は、こわ～い本をよんで、

すずしくなりましょう。

でも、おばけもいろいろ。

おもしろいのや、いたずらっこ、

やさしかったり、なきむしのおばけ

もいるよ。いろんなおばけの本を

よんでみてね。

やりたいこといっぱい！

楽しい夏休み！

でも、アレはおわったかな？

－そう、宿題！自由研究や宿題に

役に立つ本をあつめました。早く

終わらせて、夏休みを満喫しよう☆

みんな、しゅくだいがんばれ！

日々耳にする、「平和」「戦争」についてのはなし。でも、何

がどうなると平和ではなくなり、どんなきっかけで戦争がおこ

るのか…具体的にはよくわからなかったりしませんか？

ひとりひとりの意識が集まって、気づかないうちに、戦争に向

かったり平和が守られたりするのかもしれません。

平和を考える夏しゅくだい　がんばれ

こわ～いほん

ＢＯ ＯＫ ＢＯ ＯＫ

『しゅくだい』
宗正　美子／原案
いもと　ようこ／文・絵
岩崎書店
ちゃいろのラベル

へいわ　　　かんが　　　なつ

世界的に広く知られているスヌーピーの原作漫画「ピーナッツ」

を読んだことはありますか？　漫画全集をはじめ、ＣＤや料理本

など、スヌーピーに関する様々な資料を集めました。

「ピーナッツ」は今年で連載65周年になります。

この機に、いろんなスヌーピーにふれてみてはいかがでしょうか。

せかいてき　　ひろ　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんさくまんが

　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まんがぜんしゅう　　　　　　　　　　　　　　りょうりぼん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　かん　　　さまざま　　しりょう　　あつ

　　　　　　　　　　　　　　　ことし　　　れんさい　　しゅうねん

　　　　き

ひび　　みみ　　　　　　　　　へいわ　　　　せんそう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに

　　　　　　　　　　　へいわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんそう

　　　　　　　　ぐたいてき

　　　　　　　　　　　　　いしき　　　あつ　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　せんそう　 む

　　　　　　　　へいわ　　まも

スヌーピー

・・・・・・・・ ・・・・・・・・

・・・・・・・・ ・・・・・・・・

・・・・・・・・ ・・・・・・・・

・・・・・・・・ ・・・・・・・・

・・・・・
・・・

・・・・・
・・・ ・・・・・
・・・

・・・・・
・・・

・・・・・
・・・

・・・・・
・・・ ・・・・・
・・・

・・・・・
・・・

ＹＡ展示コーナー
てんじてんじ

５４

たの　　　　なつやす

　　　　　　　しゅくだい　じゆうけんきゅう　しゅくだい　

やく　　た　　 ほん　　　　　　　　　　　　　　　はや

お　　　　　　　　　　なつやす　　　　まんきつ

なつ　　　　　　　　　　　ほん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほん

ＹＡに贈る

ヤング・アダルトの略で、

１０代～後半の、

子どもでもない、大人でもない、

対象年令のことをいいます。

　　　　　　　　　　　　　　　りゃく

　　　だい　　こうはん

こ　　　　　　　　　　　　　おとな

たいしょうねんれい

　　　　　　　　

ＹＡとは？



８／８
（土） 科学あそびの会　「光・いろいろ」

身体と声を使いながら、本の中の世界を

楽しく立体化していくワークショップです。

中学生・高校生のための

演劇ワークショップ

８／３・４
（月・火）

時間：午後２：００～４：００

会場：児童資料室

対象：幼児～小学生　＊ちいさいおともだちは、おとなときてね。

参加：無料

時間：８/３（月）１０：００～午後５：００　

　　　８/４（火）１０：００～午後４：００

　　　＊８/４午後３：００～小発表会を予定

会場：地下・視聴覚ホール

対象：中学生・高校生　＊演劇の経験がなくても参加できます。

参加：両日参加できる方　＊参加費無料

申込み：電話か、カウンターで申し込んでください。　

講師：中野志朗（文学座演出部所属）

定員になりました

７

時間：午後２：００～３：３０

会場：地下視聴覚ホール

参加費：無料　

申込み：いりません。会場へきてください。

こわいえほんや、こわいおはなしをします。

出入りじゆうです。

※児童コーナーに「こわーい本」を展示しているよ。

８／２２
（土）

こわい

おはなしかい

なつやすみチャレンジ２０１５
～としょかんようかい！ おたすけ だいさくせん！～

ようかいの

シールをあつめて

プレゼントを

もらおう！

期間：平成２７年７月１８日(土)～８月３１日(月)

対象：幼児～中学生　

参加費：無料

本を３冊いじょう かりるか、

本の感想文をかくと、シールが

１日１枚ずつ もらえます。

（両方チャレンジすると、１日２枚もらえます）

シールが１０枚あつまると、プレゼントがもらえるよ！
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＊　　　＊　　　＊ 　   ＊　　　＊　　　＊     １　　　

２　　　３　　　４　　　　５　　　６　　　７     　８　　　

９　　　１０　　１１　　１２　　１３　　１４　　 １５

８月のカレンダー

あかちゃんタイム演劇
ワークショップ
10:00～17:00

科学あそびの会
1４:00～1６:00

こわいおはなし会
14:00～15:30

演劇ワークショップ
10:00～1６:00

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

おやすみ

おやすみ

★じるしは、おはなしかいの日。じどうコーナー「おはなしのへや」でやってます！

　◎水ようび　ごご 3:00～　◎日ようび　ごご 2:30～

　※だい１・３（水）は、おはなしかい「３つのりんご」のよみきかせです。

※あかちゃんタイム　毎週火曜日　10:30～12:00　児童コーナーにて

　あかちゃんをお連れの利用者を、図書館スタッフがサポートします。

　頼れるボランティアさんもいますので、あかちゃんのための絵本の選び方や

　読み聞かせの方法など、お気軽にご相談ください。

３０ 　　３１

○おやすみ　８／６（木）、２０（木）　

　　月～土よう日　あさ９：００～よる８：００　　※にちようび、しゅくじつは、５じまで。
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