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・よんでよんで 

日 時：7月 23 日（日） 

    10：00～16：00 

場 所：空とこども絵本館１階 

 
 

 

7 月の展示 

7 月の企画コーナー 

テーマ「むしたち」 
 

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：7月 2 日（日） 

    10：30～10：50 

場 所：空とこども絵本館１階  

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 

☆ナイトミュージアム＆ライブラリー 

 日 時：７月２９日（土）20：00 まで開館！ 

17：30～ 月のおはなし会 

18：00～ うちわ作り 

※うちわ作りのみ要申込み。2 歳以上の子と 

その保護者。定員 30 名。7/1～受付開始 

☆絵本館検定 初級・中級・上級 

 日 時：7月 29 日（土） 

9：00～20：00 

  10 問中８問正解で、 

絵本館特製合格バッジがもらえるよ！ 

 

※今月に予定しておりました詩の朗読会 

「みんなでよもう のはらうた」は、９月に 

延期になりました。 

詳細は後日お知らせいたします。 

…よんでよんで 

7 月のイベント 

開館時間… 9 時～17 時 

7 月のカレンダー 

☆チョークでお絵描き：晴れた日の土・日・祝 10：00～16：00 に実施します☆ 

Vol.101 2017 年 7 月 1 日発行 

暑い日が続きますね。絵本館で涼みながら過ごすのは

どうでしょう。今月はイベントもたくさんあります。

ぜひお越しください！ 

☆『おまえうまそうだな』の 

みやにしたつやさんがやってくる！ 

「ワークショップとおはなし会」 

日 時：７月１５日（土） 

     13：30～ぱくぱく恐竜をつくろう 

     14：30～おはなしを聞こう 

場 所：空とこども絵本館 

親子でぱくぱく恐竜を作ったあとは、 

宮西達也さんのおはなし会をお楽しみくだ

さい。 

毎月 23 日はこまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 「むしたち」 

日 時：7月 23 日（日） 

    10：30～10：50 

場 所：空とこども絵本館１階 

 

 



 

 

 

『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。 

 
 

田中 清代/作 

福音館書店 

☆水とあそぼう 

  日 時：8月 11 日（金・祝） 

      10：00～15：00 

  場 所：絵本館広場 

『ひげらっぱ』 
へんてこなラッパをひろったぷーたく

ん。ちょうどいいところにママがやって

きたので「らっぱふくよー！せーの！」 

ひげらっぱらっぱぷ～♪…すると、ママ

におひげがはえてきた!? 

びっくりおかしい絵本。 

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：8月 6 日（日） 

      10：30～10：50 

 

 

☆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） 

 

 

8 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」 

くどうなおこ詩集 

『版画のはらうたⅣ』 

童話屋より 

もも/作・絵 

岩崎書店 

『ぷらぷら』 
みのむしが木から細い糸で、ぶらさが

っています。ぷらーん、ぶーん、 

ぎゅいーんと糸は風に揺らされるけ

ど、みのむしはへいちゃらです。 

だって楽しいから！みのむしは、無事

に大きくなれるのでしょうか。 

とよた かずひこ/著 

アリス館 

ザ・ギャビンカンパ

ニー/作・絵 

ひさかたチャイルド 

かさい まり/文・絵 

アリス館 

今月のおすすめ絵本 

☆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 

  日 時：8月 23 日（水） 

      10：00～16：00 

   

『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？ 
きたやま ようこ/著 

主婦の友社 

田中 清代/さく 

福音館書店 

『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

み聞かせができますよ。 

『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。 

『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・・・。 

☆ 袋をご持参下さい！ ☆ 

これからは、梅雨そして夕立、台風 

と雨が降る季節です。 

紙は水がとっても苦手です。 

絵本館にお出かけの時、雨の心配が

ある日は、しっかりビニールコーテ

ィングした鞄やビニール袋を一枚持

って出てくださると、本にやさしい

ですね。ご協力をお願いします。 

 


