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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

『わんぱくだんの　てるてるぼうず』

明日は遠足なのに、毎日雨ばかり。わんぱくだんの3人は、

自分たちにそっくりなてるてるぼうずを作りました。する

と、てるてるぼうずが立ち上がり、3人を「おてんきのく

に」に連れて行って…。わんぱくだんシリーズ第20弾。

　ひろかわ　さえこ／作

　ハッピーオウル社

　EC（ちゃいろのラベル）　

『わかってるもん』

ゆきの　ゆみこ／作

ひさかたチャイルド

EC（ちゃいろのラベル）

お母さんとお風呂屋さんに来た、ぶうちゃん。洋服を

ぬぐのも、体を洗うのも、お母さんに手伝ってもらわ

ずに、一人でやろうとします。だけど、くつ下をぬぐ

のを忘れたり、背中が洗えていなかったりして…。
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『ぞうくんのさんぽ』や『ぴょーん』というえほんをよんだり、

かみしばい、てあそびをしました。かぜがつよかったので

しちょうかくホールでおはなしをききました。

「あおぞらおはなしかい」

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

「タイムスリップこうさくかい」

せんごくぶしょうにへんしんしたよ！かっちゅうとかぶとを

かっこよく＆かわいくかざりつけて、せんごくぶしょうのスノーマンと

しゃしんさつえい。

ぶおぉおお～と、ほら貝のあいずのおと

がしたら、みんなで、としょかんのなか

をあるいたよ。

おはなし会では、おしろのほんもよんで

もらいました。

としょかんのおねえさんのおはなし。

きょうふうのなか、たくさんのおともだち、

ほごしゃのかたに　あつまっていただき、

とてもたのしいおはなしかいとなりました。

どうもありがとうございました。



じどう展示コーナー①
からだの本

『雨の日のふたり』 

てんじ てんじ

４

じどう展示コーナー②

★じどうコーナー いりぐち★ ★おはなしのへや のよこ★

中村　裕／監修

小学館

児童490シ

あめがふったら だいすきなかさと ながぐつで、

おそとに あそびに いきましょう！

あめの におい、あめの くうき、あめの いろ をかんじ

られる たのしい えほんを ごしょうかいします。

中川　ひろたか／作

保育社

EＧ（みどりのラベル）

なかむら　 ひろし

しんぱいしょう のしんくんと、のんきなの
んちゃん。正はんたい の二人は 大のなか
よし。雨が水たまりに おちる音、かさに お
ちる音…。いろんな雨の音を聞きながら、
二人は 森の中で雨やどり。

なかがわ

きんちょうすると しんぞうがドキドキ。思いっ
きり走ったら、やっぱりドキドキ。好きな子に会
った だけでも ドキドキしちゃう。このドキドキ
ってなんだろう?  しんぞうの はたらきや、その
動き「こどう」について しょうかいします。

あそび・うんどう から、しょくじ、せいか
つ、びょうき・けがの よぼう と てあて 
まで、生きることのきほん をとりあげ、
しゃしんや絵で 楽しく しょうかいして
います。

５

『あめのちはれて またあした』 

とりごえ　まり／作

アリス館

EC（ちゃいろのラベル）

比嘉　こずえ／作

ひさかたチャイルド

EC（ちゃいろのラベル） 

雨がふる こうえんで あそんでいた たろう
ちゃんとだいちゃん。大のなかよしの二人
は、一つしかない シャベルを めぐって け
んかをしてしまい…。

ひが

『小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ

楽しく学ぶ　げんきの図鑑』

え

『こころとしんぞう』

ほん

げんき

みんな、きょうも 元気？ごはん もりもりたべて、いっぱ

いあそぶと げんきな からだの できあがり！

でも、どうして たべると げんきになるの？しらべてみよ

うよ、からだのこと。そして もっと 元気 になろう！
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６

楽しみながら科学を学ぼう！

科学あそびの会６／１１
（土） 『光の実験とレインボースコープ』

６／１９
（日）

講師：松井　るり子　さん（文筆家）

時間：午後１時30分～３時

会場：地下視聴覚ホール

対象：乳幼児の保護者と絵本に関心のある方

定員：８０名（※事前のお申込みが必要です。６/１～６/12まで）

　　　１歳からの託児あります（申し込み順。５名まで）

『絵本の世界　手渡す楽しみ』

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～小学生

　　（小さなお子様は保護者の方とご参加下さい。）

定員：２０名（※事前の申し込みが必要です）

ブックスタート事業15年目記念講演会

乳幼児健診の際に絵本と図書館案内を手渡すブックスタート事業
15 年目を記念して、子育てと絵本についてお話いただきます。

７

かい

たなばた工作会

『オリジナルの風鈴に

　　ねがいごとをかざろう！』

７／３
（日）

時間：午後１時３０分しゅうごう！（＊約１時間）

会場：地下視聴覚ホール

対象：児童（※ガラスをあつかうので１年生以上）

定員：１０名（当日先着順）

６月は「杉並区子ども読書月間」です

『めーたくんぬりえ』

めーたくんのぬりえをプレゼントします。
じょうずにぬれたら、児童カウンターの
ポストにいれてね。

（１人１まいまで）

下記の日程でぬいぐるみをお返しいたします。

お迎えをお待ちしております。

『ぬいぐるみ おとまり会』

６月５日（日）午前９時～午後４時

たくさんのご応募ありがとうございました！

のおしらせ

ひとあし 
おさきに！

7月
の予定

☆ササも もらえるよ☆

ふうりん
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６月のカレンダー

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　６/２（木）、６/１６（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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講演会
1３:３0～15:00

おやすみ

あかちゃん
タイム

★

科学あそびの会
14:00～16:00


