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２

『エルマー　はやいのはだれ？』

かけっこのレースを することになった、ぞうたち。みんな

それぞれ ちがった色に からだをぬり、エルマーやジャン

グルの仲間たちが おうえん するなか、スタートしました。

ところが、道に まようもの、ズルをするもの、いろいろな

ぞうがいて…。

中川　ひろたか／文

澤野　秋文／絵

アリス館

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『うみのそこたんけん』

デビッド・マッキー／作

きたむら　さとし／訳

ＢＬ出版

ＥＲ（あかのラベル）

海のそこって どんなふうに なってるんだろう?  海で

あそんでいた ぼくがそう思ったとき、大きな「うみぼ

うず」が あらわれて、海の水を ごくごくのんだ。す

ると、島だと 思っていた ところは山で…。

なかがわ

やま

みち

３

こんかいもたくさんのおともだちが、としょかんに

きてくれたよ。みんなでほんをよんだり、おしごとを

おてつだいしたんだよ。たのしかったなぁ。

「ぬいぐるみおとまりかい」

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

「めーたくんぬりえ」

６／1～３０まで、みんなにぬりえをしてもらったよ。

すてきにぬってくれて ありがとう！かべに　かざった

あとは、「めーたくんぬりえ２０１６」

というファイルにはさんだよ。

おともだちがぬったぬりえもみてね♪

うみ

うみ

しま

なかま

いろ

ぼく、めーたとおともだちのめいちゃんが

ほんをよんでいるよ♪

としょかんですごしているようすはアルバムにしておみやげ★

さわの あきふみ

うみ

おも

みず

おも

おお



じどう展示コーナー①
な　　つ

『うみのしゅくだい』 

てんじ てんじ

４

じどう展示コーナー②

きょうは

★じどうコーナー いりぐち★ ★おはなしのへや のよこ★

石津　ちひろ／文

村上　康成／絵
小峰書店

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

たのしい たのしい なつやすみが はじまるよ！

はやく しゅくだい おわらせて、いっぱい いっぱい

あそんじゃおう！　みんな、しゅくだい　がんばれ～！

かとう　あじゅ／作

文溪堂

EＣ（ちゃいろのラベル）

いしづ

海は 遊ぶところ、海は 泳ぐところ、海は ぼ
ーっとする ところ、そして 海は…しゅくだ
いする ところ!  とびきり大きな 海の絵を
かく、しゃしんで ぱらぱら 海絵本を つくる
など　海の学校の 生徒たちがつくった
「自由研究」大発表。

たねを 見つけに 出かけた じっちょりんかぞく。
ところが 急におおつぶの 雨が ふり出して しま
いました。雨やどり するために じっちょりんた
ちが かくれたところとは…ふしぎで たのしい
「じっちょりん」シリーズ　なつ の巻。

あつい なつは すいかが イチバン!
 今日は さいこうの すいかびより。うら
らちゃんと だいちくんは、おじいちゃん
のすいか畑に やってきました。みんな
で もぎたての おいしいすいかを たべ
ていると…。 ５

『しゅくだい、なくします！』 
なかの　ひろみ・

まつざわ　せいじ／文

ともなが　たろ／絵
アリス館

EＧ（みどりのラベル）

ごとう　りゅうじ／作

さとう　まきこ／絵

ポプラ社 

１ねん２くみの ごんちゃんは、しゅくだい
がきらいです。先生に おこられても ぜん
ぜん 平気です。きょうも しゅくだいを やっ
てこなかった ごんちゃんは…。1ねん2くみ
「ごんちゃん」シリーズ。

『すいか！』

きゅう

『じっちょりんの なつのいちにち』

たのしいなつが やってくる！うみに いったり、やまへ

いったり…ワクワクの なつやすみも はじまるよ。いっぱ

いたべて、いっぱいねて、げんきな なつをたのしもう！
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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７／２０
（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。　

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）

ひとあし 
おさきに！

８月
の予定

人形劇団プーク　子ども人形劇
７／２
（土）

☆７月１日～６日

児童コーナーに

大きなササがとうじょう

します。みんなでおねがい

ごとをかいてかざってね☆

ふうりん

※事前申し込みは定員に達しました。

平成２９年度

「　杉並区子ども読書月間　」 標語大募集！

本の楽しさをみんなに知ってもらうための標語を募集します

★字数は自由、未発表のもので、一人一点

　　★区内在住・在学・在勤の小学生から１８歳までの方

　　　　　★応募用紙（図書館にあります）に記入し

　　　　　　中央図書館へ提出してください。

　　　　学校一括応募の場合は住所等の記載は不要です

６月１３日 ( 月） ～７月２２日 ( 金） 必着

７

ほんを ３さついじょう かりるか、ほんのかんそう

をかく、のどちらかでシールが １まいづつ もらえ

ます。だいし にはりつけて、10 まい たまると、

ステキな プレゼントが もらえるよ！ことしの な

つは、カッコイイせんごくぶしょう シール！！

※シールは１日２まいまでです。

なつやすみ読書チャレンジ

７月１６日 ( 土） ～８月３１日 ( 水）

はじまります！
どくしょ

子ども映画会

　『魔女の宅急便』７／２３
（土）

時間：午後２時～午後３時45分（開場：午後１時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

対象：児童・一般

定員：50名（当日先着順）　

脚本・監督／宮崎駿　原作／角野栄子
製作／スタジオジブリ

楽しみながら科学を学ぼう！

科学あそびの会８／６
（土）

『音～エコーマイクを作ろう～』
講師：古屋　ちえり（科学読物研究会）

時間：午後２時～４時

会場：地下視聴覚ホール

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）

※７／19（火曜）より受付開始
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７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　７/７（木）、７/２１（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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工作会
1３:３0～1４:３０

おやすみ

あかちゃん
タイム

★
３１

２４ ★

赤ちゃんおはなし会
1１:00～1１:４０

人形劇公演

子ども映画会
14:00～15:45


