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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～



２

『ぼくは いったい なんやねん』

自分が なんなのか わすれてしまった“ぼく”。耳かき？

くぎぬき？ あみぼう？ 「いやいや、ぜったい なにかを

食べるときに つかうもんや」と思った“ぼく”は、自分

さがしのたびへ…。岡田よしたかのユーモア絵本。

　くすのき しげのり／作

　講談社

　ちゃいろのラベル　

『わたし、もうすぐ２ねんせい！』

　　　　　　　　　　　　　　　　　                ひ　 あさ

　　　　　　　　　　　　 い

                                          い　　　　　　　　　　  しょうがくいちねんせい　がっこう

ぎょうじ　　せいかつ　　　　　　　　　　　えほん

岡田 よしたか／さく

佼成出版社

ちゃいろのラベル

じぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　 　　　　　　　　　　 じぶん

　　　 　　　       　　　　　　　おかだ　　　 　　                            　えほん

こうだんしゃ

おねえちゃんが そつぎょう する日の朝。みさとは、

「おめでとう」が言えない。それどころか、そつぎょう

しき でピアノをひく おねえちゃんに、「きっと、まち

がえますよーだ」と言ってしまい…。小学1年生の学校

行事と生活をえがいた絵本。

こうせいしゅっぱんしゃ

さく

おかだ

３

としょかんで、みんながいつでもよめるよ

うに、としょかんのなかだけでよんでね。

かりられるほんも あるかもしれないから、

きいてみてね。

「？」のシールが はって

あるほんは、かりられない

の？！

Ｑ.

A.

めーたくん

？

４７０

マ

５９０

サ

じどうのほん
かりられます。

かりられません。
としょかんでよんでね。

みどりいろのワク
　　　↓

あかいろのワク
　　 ↓

？



じどう展示コーナー①

おそとが あったかくなるとね、くさのめが でて

つぼみがふくらんで くまさんたちが おきてくる

んだよ。なんだか わくわくするね。

みんなで いっしょに「はるよこ～い！」

がんばれ！にゅうえん にゅうがく

はるよこい 『いやいやえん』 

いまのように携帯電話やゲーム機などがなかった昭和をすごした

女の子たち。何に興味を持ち、どんなものが流行したのでしょう

か？昭和の女の子カルチャー本を紹介します。

男の子もぜひご覧ください。

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②

はるかぜのこども「とぷう」は、まちにとんでい
きました。「はるかぜだ」「あたたかくなるぞ」と
まちのひとは、にこにこです。

ゆうびんやのホネホネさんは、じてんしゃ
にのって みんなに おてがみを とどけま
す。ギコギコキーッ「ゆうびんで～す」

中川　李枝子／作

大村　百合子／絵　 

福音館書店 

913ナのラベル

★じどうコーナー いりぐち★

★おはなしのへや のよこ★

『はるかぜ とぷう』

小野　かおる／さく・え

福音館書店

ちゃいろのラベル

『はるかぜのホネホネさん』

にしむら　あつこ／さく・え

福音館書店　

ちゃいろのラベル

ふくいんかんしょてん

昭和の女の子

おの

ふくいんかんしょてん

しょうわ　　　 おんな  　　こ

なかがわ　りえこ　     さく

いわさきしょてん

ふくいんかんしょてん

おおむら　ゆりこ　       え

ＢＯＯＫ

ＢＯＯＫ

ＢＯＯＫ

ちゅーりっぷほいくえんのしげるは、なん
でも「いやだい！」というので、いやいやえ
んにいくことになりました。

けいたいでんわ　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうわ

おんな　　こ　　　　　　　　　なに　　きょうみ　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りゅうこう

しょうわ　　　おんな　　こ　　　　　　　　　　　　　ぼん　　しょうかい

おとこ　　こ　　　　　　　　　　　らん

Ｙ Ａ と は？
ワイエー

みんな、じゅんびは できたかな？！ちょっぴりふあん？

だいじょうぶ！おもしろいことが、いっぱいあるよ。

がっこう、ようちえんや

ほいくえんの、たのしい

ほんを しょうかいします。

ＹＡ棚が
できました！

（一般展示コーナーの
おとなりです）



６

０・１・２歳を対象にしたおはなし会です。

ベビーカーでもご入場いただけます。

あかちゃん おはなしかい３／１６
（水）

時間：午前１１時～　（＊約４０分）　

会場：地下 視聴覚ホール

対象：０・１・２歳と保護者

参加費：無料

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

韓国のアニメーション映画を上映します。

韓国人の特別ゲストの楽しいお話もあります！

映画で世界一周！～韓国編～

『はちみつ色のユン』
３／２０
（日）

主催：ちいさなひとのえいががっこう

時間：午後２時～４時１０分（開場　午後１時３０分）　

会場：地下 視聴覚ホール

対象：幼児～中学生とその保護者

参加費：無料　申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

えいが せかいいっしゅう かんこくへん

いろ

７

おとなむけの

イベントです♪

会場は

「セシオン杉並」です♪

おとなのための　おはなし会
３／５
（土）

時間：午前１０時～１１時30分（開場：午前9時４５分）

会場：地下 視聴覚ホール

対象：大人（高校生以上）の方どなたでも

定員：６０名（当日先着順）

主催：マザーグースの会

後援：杉並教育委員会

「すぎなみ子ども・子育てメッセ」に中央図書館が出展します！

ぜひ遊びにきてください。

すぎなみ子ども・子育てメッセ３／１３
（日）

会場：セシオン杉並

時間：午前１０時～午後４時

※中央図書館の出展は　12時４５分～午後１時３０分

　３階フロアにておはなし会をします。　

地域の子どもたちに読み聞かせなどの活動をしている「マザーグースの会」が、会員

以外の多くの方にもおはなしの世界を楽しんでもらうために、中央図書館でおはなし

の会を開催します。
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3月のカレンダー

あかちゃん
おはなし会

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　3/3（木）、3/１7（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。
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★

★

★

★ ★

★

★

★

おやすみ

あかちゃん
タイム

えいがかい


