
 

              
     

 

 

日時：３月２７日（日） 午前１0 時 30 分～   

場所：すいとぴあ江南 2 階 大広間  
 

         春休みは、学校の宿題もなく、子どもたちは思いっきり遊べるお休みです。 

そんなお休みのひとときを、親子で人形劇を観て過ごしてみませんか？  

小さなお子さまからどなたでも参加できます。みなさまのご来場をお待ちしております。 
 

 

 

 

 

 

 

  

33//2277（（日日））  

春春ののワワククワワクク  

おお楽楽ししみみ会会                              

                        （（  みみななみみここぞぞうう    ））  

      午午後後 33 時時～～  

パパネネルルシシアアタターー  

エエププロロンンシシアアタターー  

紙紙芝芝居居・・絵絵本本・・簡簡単単工工作作  

幼幼児児かからら大大人人ままでで  

定定員員 55 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  33//1133～～  

22//1122（（土土））    
世世界界のの紙紙芝芝居居  

  （（市市国国際際交交流流協協会会会会員員））  

    午午後後 33 時時～～  

外外国国のの昔昔話話をを外外国国のの言言葉葉でで  

すするるおおははななしし会会でですす。。  

幼幼児児かからら大大人人のの方方ままでで  

楽楽ししめめまますす。。  

    定定員員  55 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  22//11～～  

 

22//1199（（土土））  

スストトーーリリーーテテリリンンググ      
（（  江江南南おおははななししののろろううそそくく））  

        午午後後 33 時時～～  
耳耳でで楽楽ししむむおおははななしし会会でですす  

絵絵本本やや紙紙芝芝居居をを使使わわなないいののでで、、

５５歳歳くくららいいかからら楽楽ししめめまますす。。  

定定員員  55 組組（（先先着着順順））  

申申込込  22//55～～  

 

３３//1122（（土土））  
読読みみ聞聞かかせせ会会  

  （（ああめめんんぼぼ））  

        午午後後 33 時時～～  

紙紙芝芝居居ななどどのの楽楽ししいい読読みみ聞聞かか

せせ会会でですす。。  

幼幼児児かからら小小学学校校低低学学年年向向けけでで

すす。。  

  定定員員  55 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  33//11～～  

  

 

33//1199（（土土））  

スストトーーリリーーテテリリンンググ      
  （（  名名古古屋屋  ししずずくくのの会会  ））  

    すすいいととぴぴああ江江南南  ２２階階  大大広広間間  

    午午後後１１時時 3300 分分～～  
耳耳でで楽楽ししむむおおははななしし会会でですす。。  

絵絵本本やや紙紙芝芝居居をを使使わわなないいののでで、、

５５歳歳くくららいいかからら楽楽ししめめまますす。。  

定定員員  55 組組（（先先着着順順））  

申申込込  33//55～～ 

22//2200（（日日））  

手手づづくくりりののおおははななしし会会  
（（図図書書館館ススタタッッフフ））  

午午後後３３時時～～  

絵本の読み聞かせと簡単工作 

定員 3 組（先着順） 

申込 2/6～ 

申込は、期間内に図書館まで  電話も可 0587（56）2306 

定員になるまでは、当日の参加も OK です！！ 

お時間のある方はぜひご参加ください。 

33//2266（（土土））    
英英語語ででののおおははななしし会会  

  （（市市国国際際交交流流協協会会会会員員））  

  午午後後 33 時時 3300 分分～～  

英英語語のの絵絵本本のの読読みみ聞聞かかせせ  

でですす。。幼幼児児・・小小学学生生のの方方  

対対象象でですす。。  

    定定員員  55 組組（（先先着着順順））  

    申申込込  33//1122～～  

 

33//2277（（日日））    

人人形形劇劇・・影影絵絵  
（（  劇劇団団  わわららししべべ  ））  

すすいいととぴぴああ江江南南２２階階大大広広間間  

午午前前 1100 時時 3300 分分～～  
対対象象  どどななたたででもも  

定定員員  ５５００人人（（先先着着順順））  

参参加加料料  無無料料  

  

参加無料 
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『うちのくるまは 

バン!!』★ 

Ｅウ アリス館 

 鎌田歩/作 

 

『おうちおおずもう』

Ｅオ ★☆ 文研出版 

二宮由紀子/文 

あおきひろえ/絵 

『ポケットねこ』 

Ｅホ ★ 講談社 

いりやまさとし/作 

『りすのおふろやさ

ん』★ Ｅリ 

KADOKAWA 

たなかしん/作・絵 

『おやすみわんちゃ

ん』Ｅオ ★ 偕成社 

なかむらみはる/[作] 

『いろがみびりびり』

Ｅイ★☆くもん出版 

まつながあき/さく 

はやしるい/え 

『おいものも－さん』

Ｅオ★☆ 

ブロンズ新社 

岡田よしたか/さく 

 

『あ・さ・ご・は・ん！』 

Ｅア ★★ほるぷ出版 

武田美穂/作 

 

『らいおんレストラ

ン』Ｅラ  アリス館 

★★ 土屋富士夫/絵 

やまぐちりりこ/文 

  

『パパもママもボクが

しんぱい』★☆  Ｅハ   

ｲﾏｼﾞﾈｲｼｮﾝ･ﾌﾟﾗｽ 

神山ますみ/さく  

『ピンクはおとこの

このいろ』★☆  Ｅヒ 

 KADOKAWA 

ロブ  パールマン/作 

 イダ  カバン/絵 

 

 

『ゆきのようせい』 

Ｅユ ★☆ 岩崎書店 

松田奈那子/作 

石黒誠/監修 

『こんなかお、 

できる?』★☆ 

Ｅコ 好学社 

ｳｨﾘｱﾑ･ｺｰﾙ/さく  

ﾄﾐｰ･ｳﾝｹﾞﾗｰ/え 

 

『クロべぇ』★☆ 

Ｅク 光村教育図書 

ふくだいわお/作 
 

 

『夜をあるく』★★ 
Ｅヨ BL 出版 

マリー・ドルレアン/作 

よしいかずみ/訳 

『うちにパンダがいる

よ』Ｅウ★★ 偕成社 
唐亜明/作 高畠純/絵 

『さむがりやのステ

ィーナ』★★ 平凡社 

Ｅサ  

ラニ・ヤマモト/著 

朱位昌併/訳 

『王さまのお菓子』 

★★ Ｅオ 

世界文化ブックス 

 石井睦美/文 

 くらはしれい/絵 

 

『きょうりゅうロー

リーはじめてのひと

りたび』★★Ｅキ  
リズ・クリモ／さく 

やぎきょうこ／やく 

『ともだち』 

Ｅト ★★ 小峰書店 

内田麟太郎/詩 

南塚直子/絵 

 

『れいとうこのそこ

のおく』★★Ｅレ  

教育画劇 

 うえだしげこ/作絵 

 

 

 
 

 

 
「絵本特設コーナー」は、たくさんある絵本のなかから、ひとつのテーマの本を集めて、皆さんに紹介しています。 

 3 月のテーマは絵本作家【五味太郎】さんの本です。五味太郎さんの絵は絵がうまい人とは比べられない、独特の温かみや雰囲気を醸し出

していて、子どもから大人までたくさんのファンがいます。絵本の構成やセリフなども色々な工夫と独自性がみられます。出版された絵本の

数は 400 冊を超えています。図書館にも 100 冊あります。『きんぎょがにげた』『きいろいのはちょうちょ』『どいてよへびくん』 

『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』『たべたのだあれ』『みんなうんち』『ぽぽぽぽぽ』『まどから★おくりもの』など 

  お子様と一緒に、ぜひごらんください。 

 
 

 

 

★☆  Ｅハ 

★０～２ 歳       ★☆０～５歳       ★★３～５歳 

 
 

『ねんねんころりん』★  

世界文化ワンダークリエイト 

Ｅネ ふじもとのりこ/作  

       

 ねこちゃん、ねむねむ、ねんころり。まある

くねんね、ねんころり。ねんねんころり、ねん

…ころりん! 思わず触りたくなる、ねこ、いぬ、

うさぎの寝姿がかわいい赤ちゃん絵本。 

『たことさる』★ 佼成出版社 

 Ｅタ 新井洋行/著  
  

言葉が合体したら何になる? 「“た”こ」と「さ

“る”」が合体すると「たる」。「“い”ぬ」と「り

“す”」が合体すると…。単語の頭とおしりをく

っつけて、ことば遊びを楽しむ絵本。 

 

『いないいないにゃあ』★☆ 講談社 

 Ｅイ  沖昌之／作・写真  
 

いないいないにゃあ。ねこさんねこさん、かわ

いいおかお、みせて。いないいない、にゃっ。ソ

トネコたちのくすっと笑える瞬間を捉えた、猫写

真家・沖昌之による写真絵本。 

 

 

『ハナはへびがすき』★★  

 Ｅハ 蟹江杏/作 福音館書店 

 

生きものが好きなハナ。でもハナが好きな生き

ものは、みんなから気持ち悪いと言われがち。そ

れでも、みんなに好きになってもらいたいと思っ

たハナはある日、生きものたちをみんなのところ

へ連れていき…。 

『おつきさまのスープ』★☆ くもん出版 

 Ｅオ 野中柊／作 木原未沙紀/絵 

 
 クロロは夜になると、ときどき、姿が見えな

くなってしまう不思議な猫。今日もクロロの誕生

日パーティーのさなかに、すうっと消えてしまい

…。美しい文章と緻密な絵で、黒猫の男の子の摩

訶不思議な誕生日を描いた物語。 

 

『やっぱりじゃない！』フレーベル館 

Ｅヤ ★★ チョーヒカル/作  

 

ピザだと思ったら、中身はかぼちゃ。小さな魚

だと思ったら、中身はまめ。電球だと思ったら…。

固定観念をくつがえす、奇想天外なたべものの

数々。アーティスト・チョーヒカルが贈る、チョ

ー不思議なたべもの絵本。 
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