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季節はもうすぐ秋。 

今月は延期されていた「みんなでよもうのはらうた」が 

あります。自然に親しみながら詩の世界を楽しみましょう。 
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9 月の展示 

・日曜あさのおはなし会 

日 時：9 月 3 日（日） 

      10：30～10：50 
 

毎月 23 日はこまつ市民読書の日 

・定例おはなし会 「じょうぶなからだ」 

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 
 

 いずれも 場 所：空とこども絵本館 

      対 象：どなたでも 

 

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。 

9 月の企画コーナー 
テーマ「じょうぶなからだ」 
 

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 

…ブックスタート …よんでよんで 

9 月のイベント 

開館時間… 9 時～17 時 

9 月のカレンダー 

☆チョークでお絵描きは土・日・祝 10：00～16：00 に実施します☆《天候を見ながらの開催です》 

☆紙ひこうき飛ばそう 

 ♪紙ひこうきを遠くまで飛ばそう！ 

  参加無料。紙は用意してあります。 

日 時：9月 9 日（土） 雨天中止 

      10：00～15：00 

  場 所：空とこども絵本館広場 

   

☆大人のおはなし会 

日 時：9月 16 日(土) 

    18：00～19：00 

場 所：絵本館ホール 

対 象：高校生以上  

※要申込み 先着 30人 

 

☆のはらの住人を探そう！ 

♪どんな生き物がいるかな?探してみよう！ 

日 時：9月 24 日（日） 

      8：45～12：00 頃 雨天中止 

  行 先：滝ケ原トンボの楽園（バスで移動） 

  申込み：9/8（金）まで 

※申込み多数の場合抽選。参加無料。 

 

☆みんなでよもうのはらうた 

♪好きな詩を声に出して読んでみよう！ 

日 時：9月 30 日（土） 

      10：30～11：30 

  場 所：絵本館 1 階イベントラウンジ 

  内 容：詩の朗読・群読・ぽいぽい体操等 

  ※のはらうたの詩集は絵本館にあります。 

その中からお選びください。 

朗読申し込み 9/26（火）まで 
 

♪詳細は絵本館までお問い合わせください。 



 

 

 

 

 

☆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） 

 

 

  

『つきよのおふろ』（紙芝居） 
たんたはおふろが大好き。シャツをぬいで…ざっぶ

ーん!たんたのほっぺはぽかぽかぽか。そんな時! 

突然おふろのあかりが消えてしまいました。こわが

るたんたに、「おーいたんた」と誰かが声をかけま

す。呼んだのはなんとお月様。たんたとお月様の秘

密のおふろタイムがはじまります。 

『きつねとつきみそう』  
一人ぼっちだったきつねのケンにでき

た初めての友達ノン。初めての約束は、

「いちばん はじめに さきだしたつ

ぼみそうの  そばで  まっているこ

と」。かかさずその約束を守るケンとノ

ンでしたが、ある日すごい嵐がやってき

て…。 

やわらかい絵と言葉で、大切な人がいる

温かさを感じる優しい絵本です。 

『ゆうびんやさん おねがいね』 
もうすぐ遠くに住んでいるおばあちゃん

のお誕生日。おばあちゃんが喜ぶプレゼ

ントを思い付いたコブタくんは、郵便局

に出かけました。さあ、コブタくんのと

っておきのプレゼントを運ぶ郵便リレー

の始まりです! 

いろんな動物の郵便屋さんが活躍する、

楽しくて心が温かくなる絵本です。 

3.4.5歳 

わたなべ あや/絵 

ひかりのくに 

 

0.1.2歳 

今月のおすすめ絵本 

『ごめんやさい』 
つい夢中になって遊んでいて、お友達

とごっつんしちゃったり、順番をぬか

しちゃったり。次々に登場するやさい

たちは悪気なく友達を悲しませてしま

います。が、そんな時は魔法の言葉、

「ごめんや(な)さい」と伝えよう。 

きっと大丈夫。みんな笑顔になります

よ。 

 

『ねんねん ねこねこ』 
ねんねんねこねこ ねんねんねこねこ  

いたずらこねこ♪こう歌われているこねこ

は、昼寝が嫌で遊びに出かけてしまいます。

こねこへの呼びかけは、「いとまきまき」の

節で歌うとぴったり。よみながら子守歌に

もなる絵本です。ぜひ親子で口ずさみなが

ら楽しんでください。 

『もりのぱんやさん』 
もりのなかにいっけんのパンやさん

がありました。パンやのおじさんは、

まいにちまいにちパンづくり。そこ

へ動物たちが自分だけのオリジナル

パンを作りにやってきます。ある晩、

動物だけでなくお空からもお客様が

やってきて…!?ほんわか出来立ての

パンの香りが今にもしそうなおいし

そうな絵本です。 

こわせ たまみ/作 

いもと ようこ/絵 

金の星社 

☆ＯｎｅＤａｙコンサート 音さんぽ 

  日 時：10月 15日（日） 

       10：00～15：00 

 ♪空とこども絵本館・宮本三郎美術

館・市立図書館・本陣記念美術館・

博物館・絵本館ホールそれぞれで演

奏があります。 

 

☆Ｂook かふぇ 

《松居直コレクションＰ主催》 

  日 時：10月 22日（日） 

       10：00～15：00 

  場 所：絵本館ホール 

        

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：10月 1 日（日） 

       10：30～10：50 
 

 

10 月のイベント 

☆こまつ市民読書の日 

・定例おはなし会「まほう」 

日 時：10月 22日（日） 

     10：30～10：50 

・よんでよんで 

  日 時：10月 22日（日） 

       10：00～16：00 

   

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Ⅱ』 

童話屋より 

ながの ひでこ/作・絵 

アリス館 

松谷 みよ子/文 

ひらやま えいぞう/絵 

童心社 

高田 弘子/脚本・絵 

童心社 

サンドラ・ボーンズ/文 

バレリー・ゴルバチョフ/絵

徳間書店 


