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～としょかんを もっとたのしく　子どもむけ おたより～



３

まいしゅう「すいようび」と「にちようび」に、

じどうコーナーの「おはなしのへや」で、

おはなしかいをやっています。

えほんをよんでもらったり、

いっしょに、てあそびをするよ。

図書館利用カードがはいる

おりがみカードケースがもらえるよ。

スタンプを１０コあつめてもらえる

プレゼントがあたらしくなったよ。

としょかんりよう

おはなしかいに さんかすると、

「おはなしだいすきカード」にスタンプが

１コおせます。スタンプを10コあつめるとプレゼントがもらえるよ。

２

『はっけんずかん　のりもの』

豪華な客室のあるクルーズトレイン、火事の現場で大活躍

の消防自動車、工事現場のコンクリートミキサー車の中は

どうなっているのかな。「とびら」を開くと、中が見られ

る楽しいしかけ絵本図鑑。写真もたくさん！

しょうじ　みちこ　　 さく

　庄司　三智子／作

　アリス館

　ちゃいろのラベル　

『しろもちくんと　まめもちくん』

　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　か　 もの

ある　　　　　　　いし

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　 えほん

西片　拓史／絵

大山　昌夫／監修

学研プラス
 がっけん

ごうか　きゃくしつ　　　　　　　　　　　　 　　　　  かじ     げんば　だいかつやく

　　しょうぼうじどうしゃ　 こうじげんば　　　　　　　　　　　　　　　　  しゃ  なか

　　　 　　　　　　　　　　　                                 ひら　　　　なか　 み　

    たの　　　　　  　 えほんずかん    しゃしん

にしかた　たくし　　え

しろもちくんとまめもちくんは、すてきなお買い物へ。

歩いていると石につまづき、さあたいへん! 

もちころりんと ころがって…。おもちの絵本。

おおやま　まさお　かんしゅう
（改訂版）

かいとうばん

500
カ

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

「おはなしかい」のプレゼント

↓おはなしだいすきカード

あたらしくなりました

めーた



じどう展示コーナー①

2月といえばバレンタイン！　「だーいすき！」

のきもちを　つたえられたら　うれしいですね。

いろんな「だいすき」がつまった　本を　あつめ

ました。

ひなまつり

だーいすき！♥

ＢＯ ＯＫ

ＢＯ ＯＫ

『おひなまつりの　ちらしずし』 

　子どもから大人まで、みんな大好きチョコレート！みじかなお

菓子だけど、知らないこともたくさんあるかも？！

　バレンタインにはチョコッと勇気を出して、あま～いチョコを

プレゼントしてみては？おいしいチョコレートの作り方からバレ

ンタインの由来まで、いろんな本を集めました。

ＹＡ展示コーナー
てんじ

てんじ

てんじ

５４

ヤング・アダルトの略で、１０代の、

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　　　　　　　　　　　　　おとな

たいしょうねんれい

　　　　　　　　

じどう展示コーナー②ＢＯ ＯＫ

おとうとの　はやとが　ねつを出したので、
れなの　ようちえんの　はっぴょうかいに　
おかあさんが　来られません。ひとりでもへい
きだもん。でも、ほんとうは、れなは　ふあんで
心ぼそくて　しかたないのでした…。

おかねもちの　いばりんは、だいすきな
チョコレートで　じどうしゃにのったじぶ
んの　どうぞうを　つくらせました。
いばりんぼうのいばりんを　のせるなん
ていやだ！　チョコレートのじどうしゃは
こっそり　にげだして…。

平野　恵理子／作 

福音館書店 

ちゃいろのラベル

★じどうコーナー いりぐち★

★おはなしのへや のよこ★

  がつ　

『だいすきのしるし』

あらい　えつこ／さく

おかだ　ちあき／え

岩崎書店

ちゃいろのラベル

『チョコレートのじどうしゃ』

立原　えりか／作

太田　大八 ／絵

ひさかたチャイルド　

ちゃいろのラベル（保存庫）

ふくいんかんしょてん
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　  ほん

チョコレート
おおた　　だいはち　　え

ほぞんこ

いわさきしょてん

たちはら　　　　　　　  さく

だ

こ

こころ

がつ みっか おんな　こ

ひ

ひらの　　えりこ　     さく

贈ってうれしい！！

ＹＡとは？
ワイエー

３月３日は　ひなまつりです。女の子

のしあわせと　げんきな　せいちょう

をねがって　おいわいをする日です。

かわいい　おひなさまや、きれいな

ごちそうの本を　あつめました。

ＹＡ棚が
できました！

（一般展示コーナーの
おとなりです）



７

１５～３０にち たつと

「みんなのかんそう」に

とじられます。

みんなの

かんそう

＊じどうコーナーのまどがわの

　つくえにおいてあるよ。

おともだちにおすすめしたい

ほんがあったらかいてね。

めーたくんからのおへんじ

どんなないよう

なのかな？

どんなところが

おすすめなかな？

１

ポストに

いれてね。

おすすめの

ほん

まってます

おたよりポスト

２ おへんじをかいて

かべにはるよ！

めーたくんからのおへんじ めーたくんからのおへんじ めーたくんからのおへんじ

３ ４

じどうコーナーに”おす

すめのほん”がかける

かみがあるよ。かいて、

ポストにいれてね。

きょうよみおわったほん、

おもしろくて、みんなに

よんでもらいたいな！

Ｑ.

A.

めーたくん

６

２月２８日（日曜日）午後１時～４時

場所：セシオン杉並

科学実験、工作などを体験するイベントです。

中央図書館と永福図書館が参加します。

科学の本の紹介と、光るスライムをつくるよ！

くわしくは「広報杉並２/１１号」をみてね。

静電気とあそぼう

科学あそびの会２／１３
（土）

時間：午後２時～４時　

会場：児童資料室（児童コーナー２階）

対象：幼児（保護者同伴）～小学生

定員：20名

参加費：無料

申込み：カウンターまたはお電話にて受け付けています

材料は図書館で用意します。

　　　　

かがく かい

★すぎなみサイエンスフェスタ　に出展します！★
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２月のカレンダー

科学あそびの会
1４:00～1６:00

あかちゃん
タイム

おやすみ

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

◎水ようび　午後3時～　◎日ようび　午後 2時３０分～

※だい１・３（水）の、おはなしかいは「３つのりんご」のよみきかせです。

あかちゃんタイム
毎週火曜日午前１０時３０分～正午　場所：児童コーナー
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館を利用できるよう、図書館ス
タッフとボランティアがサポートいたします。あかちゃんのための絵本の選び方など、
お気軽にご相談ください。
※第５火曜日はお休み。

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

○おやすみ　２/４（木）、２/１８（木）
　　月～土よう日　午前９時～午後８時　※にちようび、しゅくじつは、５時まで。

★

★★

★ ★

★

★

★

おやすみ

あかちゃん
タイム


