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２

『おむかえパパ』

パパの車は今日も調子が悪い。もし動かなくなったらお

迎えに来られない。そうなったら、隣のおじさんのトラ

クターを借りたり、鳥を集めて飛んでもらったり…。

「送り・迎え」の時間が親子の楽しい思い出になる絵本。

加藤 休ミ／作

風濤社 

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『ぼーると ぼくと くも』

ナディーヌ・ブランコム／文

オレリー・ギュレ／絵

中川 ひろたか／訳

主婦の友社

ＥR（あかのラベル）

おっきなボールを見つけた男の子。風のいきおいで

ボールと一緒に空に浮かんでしまった。すると、

ボールが「雲と遊んでゆこう」と話しかけてきた。

ボールと男の子と雲は、うさぎ、ケーキ、けんだま

など、色々なかたちになって…。
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３

おとなのてんじコーナーを

しょうかいするよ♪

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

おとなのほんが、ならんでいるところにも

てんじコーナーがあります。

３がつは「スタッフおすすめ本」です。

としょかんのおにいさん、おねえさんが

おすすめする本が、ならんでいます。

みんなにも よめるほんが おいてあるから、

どんなほんがあるか、みにきてね。

ここにおいてある本も、かりられるよ！

てんじきかん：３/２(きんようび)～４/５(すいようび)

ア・ラカルト
Feat.カラー・ブックス

＜おとな向け展示コーナー＞

＜１０代向け展示コーナー＞



はるになると、すこしずつあたたくなって山のくまさんが

目をさまし、お花や木のめがでてくるよ。

みんなでいろいろな春をさがしにいこう！

入学 ・ 入園
じどう展示コーナー① 

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★

わたしペネロペ。今日はイースター。たまご
のかたちをしたチョコレート、イースターエ
ッグをぼくじょうにさがしにいくよ。たくさん
見つけられるかな? さあ、本をひらいて。ペ
ネロペがまっているよ。

アン・グットマン／文

ゲオルグ・ハレンスレーベン/絵

岩崎書店

ＥＲ（あかのラベル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 やま

 め　　　　　　  　　　　　　　　はな　　　き

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　はる

『うさぎのくれたバレエシューズ』 『ペネロペ　イースターエッグをさがす』 

バレエが上手になりたい女の子に、ある
日、バレエシューズがおくられてきました。
はくと体がかるくなり、ふしぎなことがおこ
ります…。

　

安房 直子／文

南塚 直子／絵

小峰書店

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

入学・入園 おめでとう！わくわくしてる？どきどきして

る？ たのしい 先生や お友だちが とうじょうする 本をしょ

うかいします。げんきいっぱいで いってらっしゃーい♪

春
せんせい

にゅうがく・にゅうえん

とも ほん

『えらいこっちゃの ようちえん』

かさい まり／文

ゆーち みえこ／絵

アリス館

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

中川 ひろたか／文

北村 裕花／絵

小学館

EＣ（ちゃいろのラベル）

『いけいけ！しょうがく
　　　　　　いちねんせい』 　あわ　　　なおこ　　　

みなみづか　なおこ

ぼくたち、小学1年生。なにから なにま
で新しい。おひさまみたいに 光ってる。
どうだ、まぶしいだろう! 
見返しに がくふ がのってます。「読み聞
かせ」から「ひとり読み」へ うつっていく
子どもたちにピッタリの絵本。

おな　  とし　　こ

い　　こ

ようちえんって 「えらいこっちゃ」がいっぱ
い!  ひとりで バスに のったり、同じ年の子
が たくさんいたり、なれない トイレをつ
かったり…。はじめて ようちえんに行く子
どもの がんばりを 描いた絵本。

しょうがくいちねんせい

みかえ
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よ
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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３／１５
（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。　

３／４
（土）

監督：宇井孝司／原作：手塚治虫／ｱﾆﾒｰｼｮﾝ制作：手塚ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
上映作品：「冒険」「信頼」ほか（1989 年作品）

日本アニメーション 100 周年記念 16 ミリ映画会

　『ジャングル大帝・パート２』

時間：午後１時～４時（開場：午後０時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）※上映途中の出入り自由

６

★今回は、荻窪子どもセンターの方が来てお話をする時間があります。杉並

地域の子育てに関することなど、気になる情報が聞けるチャンスです。ぜひ

ご参加ください。（11時30分頃予定）

３／１８
（土）

親子映画会　映画で世界一周！ギリシャ編

『ﾊﾟｰｼｰ・ｼﾞｬｸｿﾝとｵﾘﾝﾎﾟｽの神々』

時間：午後２時～４時20分（開場：午後１時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並区教育委員会

★特別講師によるギリシャ

についてのお話もあります！ ７

大人向け
行事の

お知らせ！

大人のための おはなし会３／４
（土）

主催：マザーグースの会

後援：杉並区教育委員会

時間：午前10時～11時30分（開場9時45分）　

会場：地下視聴覚ホール

対象：大人の方（高校生以上）どなたでも

定員：60名（当日先着順）　

朗読会　「ぐるーぷあじさい」３／２５
（土）

主催：ぐるーぷあじさい

後援：杉並区教育委員会

時間：午後２時～３時30分（開場：午後１時30分）　

会場：地下視聴覚ホール

定員：40名（当日先着順）

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

「マザーグースの会」では、絵本やおはなしの好き

な者同士が集まり楽しく学び合い、地域の子ども達

に読み聞かせ活動を続けています。

今回は、会員以外の多くの方にもお話の世界を楽し

んでもらおうと開催しました。

いろいろな「母親」が登場するお話を集めました。

朗読による小説の世界を楽しんでください。

99 のなみだより「寒い夜のピザ」、江國香織作品ほ

かを朗読します。
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３月のカレンダー

 ★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。

○おやすみ　３/２（木）、３/１６（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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タイム
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タイム

あかちゃん
タイム
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おやすみ
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 日　　　月　 　火　　　水　　　木　　　金　　　土

★

赤ちゃんおはなし会
1１:00～1１:４０

16ミリ映画会
13:00～16:00

親子映画会
14:00～16:20

大人のおはなし会
10：00～11:30

朗読会
14:00～15:30


