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・よんでよんで 

日 時：８月 23 日（水） 

    10：00～16：00 

♪館内で好きな本を１～２冊選び、読んで読

んでスタッフに声をかけてください。スタッ

フがあなたにその本を読みます。♪３月まで

に５回の参加で、「どくしょ貯金通帳」がプ

レゼントされます。 

いずれも 場 所：空とこども絵本館 

     対 象：どなたでも 

８月の展示 

８月の企画コーナー 

テーマ「見上げよう 空」 

 

松居直コレクションギャラリー 

こどものとも 16 号  

『みんなで しようよ』 

小林 純一/作 岩崎 ちひろ/画 

福音館書店 

・日曜あさのおはなし会 

日 時：８月６日（日） 

    10：30～10：50 

 

☆水とあそぼう 

  日 時：8月 11 日（金・祝） 

      10：00～15：00 

      雨天中止 

  場 所：絵本館広場 

  ♪暑い夏を水遊びで楽しもう。 

  タオル・着替え・水筒を持ってきてね！ 

  （プールではありません） 

   

  

小松市立空とこども絵本館 
・住 所  :小松市小馬出町 10 番地 3 

・T E L :0761-23-0033（Fax:0761-23-5122） 

・E-mail   :bookrin@city.komatsu.lg.jp 

・U R L :www.city.komatsu.lg.jp/ 

soratokodomoehonkan/ 

赤ちゃんから大人までどなたでも入館できます。 

小学生までは保護者同伴をお願いしています。 

…ブックスタート 

8 月のイベント 

８月のカレンダー 

☆チョークでお絵描き：日中は日差しが強いので、熱中症予防のためお休みします。 
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毎日暑いですね。お祭りやキャンプ、海やプールなど

外出する機会が増えますが、水分をしっかりとって、

元気に夏を乗り切りましょう！ 

毎月 23 日はこまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 「見上げよう 空」 

日 時：８月 23 日（水） 

    10：30～10：50 

…よんでよんで 

 

開館時間… 9 時～17 時 

楽しい夏休み！ 

絵本館に遊びに

来てね！ 



 

『トマトさん』  
あつーい夏の日、畑のすみっこのト

マトの木から真っ赤なトマトさんが

地面に落ちました。近くの川でミニ

トマトや小さな生き物が涼むけど、

トマトさんは「みっともないでしょ」

と意地を張ります。 

でも…。 

『ぷきゅっ』 
りんりんは元気な恐竜の赤ちゃんです。

話せる言葉が「ぷきゅっ」だけなので、

ママは心配になってパパや友達のママに

相談します。 

読んでいると、りんりんのかわいらしさ

に笑みがこぼれます 

 
きたやま ようこ/著 

主婦の友社 

 

『ともともの ぱくぱくぱっくん』 
ともともは、黄色いバナナを食べると

羽が黄色になり、青い魚を食べると青

に変わります。ともともは好き嫌いを

せずに、ぱくぱくといろんなものを食

べるのですが、あれ？元の羽の色に戻

れるのかな？ 

 

 

『ポンポンおふね』 
猫が船の上で居眠りをしていたら、船

が出発しちゃった！ポンポンポン、と

小気味よい音を鳴らして船は沖へ沖

へと出ていきます。途中で音が違う、

いろいろな船に出会います。 

楽しく読み聞かせできますよ。 

 
 

☆絵本館からのお願いです☆ 

 絵本館では、職員が可能な限り補修していますが、補修が難しいと思われた時には同じ絵本を購入していた
だくようにお願いすることもあります。絵本館の絵本はみんなの絵本です。絵本館での閲覧と同じように、 
ご家庭でも家族の方が付き添って読んであげてください。 
 利用してくださる方皆様が楽しめるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 
＊もし破れてしまった場合は、そのままお持ちください。（セロテープ等は貼らないでください） 

 

 

田中 清代/作 

福音館書店 

『よるになると』 
草原や水の中、森の中に住む生き物た

ち。安全に行動するため、エサを食べる

ため、行動するのによい時間が生き物そ

れぞれにあります。私たちの知らない、

小さな生き物たちの世界を知ることが

できます。 

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：９月３日（日） 

      10：30～10：50 

 

 

９月のイベント 

3.4.5歳 0.1.2歳 

今月のおすすめ 

「のはらうた」 

今月のおすすめ絵本 

くどうなおこ詩集 

『版画のはらうたⅡ』 

童話屋より 

いしい よしたか/作 

ゴブリン書房 

『ききゅう』 
よく晴れた日、気球に乗って空のお散

歩へ。「のれるなか？ うかぶかな？」

と、みんなちょっと心配顔。気球は浮

かぶのでしょうか?!かわいらしい気球

とみんなの嬉しそうな顔が優しい気持

ちにさせる絵本です。 

まつい のりこ/作 

童心社 

松岡 達英/作 

福音館書店 

高谷 まちこ/作・絵 

フレーベル館 

☆こまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 

日 時：９月 23日（土） 

    10：30～10：50 

 

・よんでよんで 

  日 時：９月 23日（土） 

      10：00～16：00 

  

☆紙ひこうき飛ばそう 

  日 時：９月９日（土） 

      10：00～15：00 

 

『まねっこ おやこ』 
ライオンさんはお父さんとお母さんと

赤ちゃんで「ガオー」！愛情あふれた

動物の家族がみんなでまねっこしてと

ても楽しそう!絵本を見ているお子さ

んもまねしちゃうかも?!見返しの鮮や

かなイチゴも印象的です。 おくむら けんいち/文 

マッティ・ピックヤムサ/絵 

ブロンズ新社 

さとう わきこ/作 

福音館書店 

『とっとこ とっとこ』 
ねこさんが靴はいて、とっとことっと

こ。次はありさんが・・いろんな足音

をたてながら、ステキな靴をはいて楽

しそうに歩いてきます。ロボットさん

やたこさんの歩く音はどんなかな？ 

言葉のリズムが楽しい絵本です。 

『だれがだれやらわかりません』 
「これは、ありのアリガトさんです」って

次のページをめくると…。誰が誰やらわか

りません！金魚のキンコさんもすぐに 

わからなくなってしまいます。なぜかって? 

それは絵本を見てからのお楽しみ！ 

穴あきの楽しい仕掛け絵本です。 

 

『ばばばあちゃんのアイスパーティー』 
体が溶けちゃいそうな暑い日。こんな

日はいろんなものを凍らせてアイスパ

ーティーをしよう！さあ、なにを凍ら

せましょうか？ばばばあちゃんと子ど

もたちで始まったアイスパーティー。

色彩豊かな絵に、読んでいると涼しい

気分になれますよ。 

☆大人のおはなし会 

  日 時：９月１６日（土） 

      18：00～19：00 

 

☆のはらの住人を探そう！ 

  日  時：９月２４日（日） 

       8：45～12： 00頃 

  集合場所：絵本館入口 

  行  先：滝ケ原トンボの楽園 

  参 加 費：無料 

 

☆みんなでよもうのはらうた 

  日 時：９月３０日（土） 

      10：30～11：30 


