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２

『しましま かしてください』

しまうまと 友だちになりたかった ぞうは、はち、さる、

とらたちから しましまをかりて しまうまと仲良くなりま

した。みんなのしましまを 体につけたままでいたら、ある

日、「しましまを かえしてちょうだい」と言われて…。

　安江　リエ／文・山口　マオ／絵

　福音館書店　 

　EC（ちゃいろのラベル）　

『はがぬけたよ』

林　なつこ／作

教育画劇

EC（ちゃいろのラベル）

こうじの は は、もうすぐ ぬけそう。ドアノッカーの

かざりのライオンと 糸で結びつけて ぐらぐらのは を

ぬいた話をお父さんから、聞いたこうじは、こわく

なって外にとび出した。すると、ワニに出会って…。

やすえ

はやし

とう

いと むす

やまぐち

はなし き

そと だ で     あ

とも

からだ

い

なかよ

ひ

・

・

３

じどうコーナーのなかに

「あたらしいほん」が おかれる 

ほんだながあります。しってる？

としょかんに はいったばかりの あたらしいほんが

ならびます。（まんなかにあるテーブルのちかくだよ。）

このコーナーにおいてあるほんも、かしだしできます。

「あたらしいほん コーナー」

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



じどう展示コーナー①
おはなしかいでよんだ本おとうさんおかあさんの本

『だっこのおにぎり』 

てんじ てんじ

４

じどう展示コーナー②

ほん

★じどうコーナー いりぐち★ ★おはなしのへや のよこ★

大島　妙子／作

佼成出版社

EC（ちゃいろのラベル）

おとうさんて、どんなかお？

おかあさんて、どんなこえ？

みんなは どんなところが すきかな？

おとうさん、おかあさんを おもいうかべながら

よんでみてね。

板橋　雅弘／文

吉田　尚令／絵

岩崎書店

EC（ちゃいろのラベル）

おおしま　たえこ

ママにだっこをおねだりする女の子。ママ
のだっこは、おにぎりのだっこです。ごはん
をまぜて、塩をつけて、ぎゅっぎゅっ。おに
ぎりを作るような、楽しいだっこ! 親子で歌
っておどって遊べる絵本。さいごに楽譜も
ついています。

いたばし　　まさひろ

パパのしごとは  わるものプロレスラー。
せいぎのみかたと たたかって、 やっつけられ
てしまうんだ。でも、今日のタイトルマッチでは
あくのかぎりを つくして しょうりした。  ぼくは
うれしい、でも…。“パパわる”シリーズ第2だん!

カゼをひいて ねていると、どんどん ふあん
に なってきちゃう。おっちょこちょい、おりょ
うり がヘタ、おしゃべり、忘れんぼ。でも、だ
ーい好き! おかあさん、おかあさん、早くか
えってきて…。心あたたまる絵本です。

５

『どうぶつサーカスはじまるよ』 

長野　ヒデ子／作

佼成出版

EY（きいろのラベル）

ながの

西村　敏雄／作

福音館書店

EC（ちゃいろのラベル） 

ゆかいな どうぶつサーカスが はじまりま
した。アザラシさんの司会で、ライオン、カ
ンガルー、ワニと 次々にゆかいな 芸が飛
び出して いきます。そして、最後の 空中ブ
ランコの時間に なったのですが…。

にしむら　としお

『おかあさん おかあさん

        おかあさん･･･』

わす

『パパはわるものチャンピオン』

ほん

「はじまるよ～♪はじまるよ～♪」

おはなしかいが　はじまるよ。きょうは　どんな本かな？

ワクワクたのしみだね。こんげつは、これまで おはなし

かいで よんだ本を あつめてみたよ！
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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５／１８
（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

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

自分だけのかっちゅうを作って、かっこいい武将に

へんしんしよう！

タイムスリップ工作会

『戦国武将にへんしん！』
５／１
（日）

時間：午後１時３０分しゅうごう！（＊約５０分）

　　（終了後、おはなし会に参加できます）

会場：地下 視聴覚ホール

対象：児童（５才以上）

定員：１５名（当日先着順）

せんごくぶしょう

７

かい

お気に入りのぬいぐるみを、図書館におとまりさせてみませんか？

図書館ですごすようすを しゃしんにとってプレゼントします。

『ぬいぐるみ おとまり会』

ぬいぐるみを預ける日：５月２８日（土）午後１時３０分～午後２時

ぬいぐるみのお迎え日：６月５日（日）午前９時～午後４時

申込期間：５月１日（日）～５月８日（日）

対象：児童（３～12才）

　　　※上記の日にお預け・お迎えが可能な方

　　　※はじめて参加する方が優先となります

定員：１５名（抽選）

申し込み方法：申し込み用紙にご記入のうえ、

中央図書館カウンターにてお申込みください。

当選者のみハガキでご案内いたします。

４月23日（土）～５月12日（木）は「こどもの読書週間」です！

中央図書館では、４月30日（土）に児童書作家杉山亮さんによる「ものが

たりライブ」を催しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

杉並区立図書館では、読書週間の期間中、各館でイベントを行っています。

ぜひご参加ください。

四角い本に　まあるい心

のおしらせ



映画で世界一周！～デンマーク編～

「アンデルセン童話特集」

「ちいさなひとのえいががっこう」による

１６ミリ親子上映会

時間：午後２時～４時１０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～中学生とその保護者

定員：５０名(事前申込不要)

★大人のみの参加はご遠慮ください★

映画会おやこ

５月１４日（土）

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並教育委員会

童話作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの原作の

アニメーション映画を上映します。ぜひ見に来てください。

しゅくじつ なかよしつうしん 2016年５月号
杉並区立中央図書館
電話０３－３３９１－５７５４

88

  日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 １　　　 ２　　　 ３　　　４　　　 ５　　　 ６　　　 ７

  ８　　　９　　　１０　　１１　　１２　　１３　　 １４

１5　  １６　　 １７　　 １８ 　 １９　　 ２０　 　２１

 ２２　  ２３　　２４　　 ２５　  ２６　　２７　　 ２８

 ２９　　３０　　３１　　  ・　　  　・　　　 ・　　 　　・

５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　５/６（金）、５/１９（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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1３:３0～1４:３0

おやすみ
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タイム


