
にんきのえほんのクイズをだします！ 

ぜんぶ せいかいできるかな？ ちょうせんしてみてね！ 
 

クイズ 1 『ぱんどろぼう』（柴田ケイコ/さく KADOKAWA）のおきてにないものは どれかな？ 

①ふっくらやきたてをねらう       ②しょくぱんはぬすまない 

③いただくときはかんしゃをこめて  ④いただくぱんはひとつだけ 

 

クイズ２ 『おたすけこびと』（ヨコセ ジュンジ/え 徳間書店）で こびとたちは おかあさんに 

たのまれて なにをつくったでしょう？  

①オムライス  ②パンケーキ  ③バースデーケーキ  ④ハンバーグ 

 

 

 

 

クイズ３ だるまさんシリーズ（かがくいひろし/さく ブロンズ新社）のタイトルに ないものは  

どれでしょう？ 

①だるまさんが ②だるまさんと ③だるまさんの ④だるまさんに 

 

 

クイズ４ わんぱくだんシリーズ（末崎茂樹/え ひさかたチャイルド）のタイトルに ないものは 

どれでしょう？ 

①どんぐりまつり ②はるまつり ③なつまつり ④ゆきまつり 

 

クイズ５ 『ぐりとぐら』（なかがわりえこ/さく 福音館書店）にでてこない どうぶつは だれかな？ 

      ①ぞう   ②かめ   ③もぐら   ④かば   ⑤らいおん 

 

 

こたえは べつのページのしたに さかさまにのっているよ！ 

よんだことがないえほんは よんで こたえあわせをしてみよう！ 
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じどうしつだより ５・６がつごう 
そうかしりつちゅうおうとしょかん じどうしつ  れいわ４・５・１はっこう 

  ＊＿ … まいしゅう火ようびは、おやすみです。 

＊  … じどうしつは へいじつ、ごぜん 9じから ごご 6じまでです。 

    ＊＿ … 日よう・しゅくじつは、ごご 5じまでです。 
 

 絵本や かみしばいを よみます。 

★ … 水よう日     午後  3時 30分から  0～3さいの子どもたち 

◆ … 金よう日     午前 １１時から      乳幼児以上 

◎ … 土・日よう日   午後  2時 30分から  幼児以上 

毎かい、３０分ぐらいです。４かいの おはなし室で おこないます。 

※毎月 だい３ 日よう日は、小学生のための よみきかせ（午前 １１時から） 
 

としょかんのししょさんがえらんだ、おすすめ本を３冊セットにしたお楽しみ袋を貸出します。 

なにが入っているかは、あけてからのおたのしみ！ 

☆  ５月３日（火よう日）から ５月１２日（木よう日）まで 

【対象（たいしょう）】０～２さい ３～５さい  

しょうがく１～２ねんせい しょうがく３～４ねんせい しょうがく５～６ねんせい 

☆合計６５セットよういします！せんちゃくじゅんですので、お早めにどうぞ！ 

☆３さつ 貸出できるとしょかんりようカードを持ってきてください。 

☆おはなし会 
ほんをみないで ものがたりをかたってきかせる ストーリーテリングをします。 

「にんじんごぼうだいこん」「かめのこうらはひびだらけ」ほか 

☆  ５月２１日（土よう日） 

午前１１時３０分から 正午まで 

   ４かいおはなし室にて おこないます。せんちゃくじゅんで５くみまでです。 

 

 

 

６がつ 
 

日 月 火 水 木 金 土 

1◎ 2 3 4★ 5 6◆ 7◎ 

8◎ 9 10 11★ 12 13◆ 14◎ 

15◎ 16 17 18★ 19 20◆ 21◎ 

22◎ 23 24 25★ 26 27◆ 28◎ 

29◎ 30 31         

              

７がつ 

５がつ 

がつ 
日 月 火 水 木 金 土 

      1★ 2 3◆ 4◎ 

5◎ 6 7 8★ 9 10◆ 11◎ 

12◎ 13 14 15★ 16 17◆ 18◎ 

19◎ 20 21 22★ 23 24◆ 25◎ 

26◎ 27 28 29★ 30     

              

 

日 月 火 水 木 金 土 

1◎ 2 3 4★ 5 6◆ 7◎ 

8◎ 9 10 11★ 12 13◆ 14◎ 

15◎ 16 17 18★ 19 20◆ 21◎ 

22◎ 23 24 25★ 26 27◆ 28◎ 

29◎ 30 31         

       

 

 
ストーリーテリングは自分で本を読んだり、読み聞かせをしてもらうのとは、

またちょっと違う体験ができます。ぜひあそびにきてくださいね。 



 

 
 

 
 
   

 
 

 

 

 

きょねん１ねんかんで みんながよんだ ランキング１～５位をしょうかいします。 
 
1位 ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター さく 

２位 そらとぶパン 深見 春夫  作・絵 

３位 漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎 原作 

４位 意味がわかると鳥肌が立つ話 蔵間 サキ 編著 

５位 あなぐまのクリーニングやさん 正岡 慧子 作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いるいる！みずべのいきもの 鎌田 歩 さく 

 いきものづくしものづくし １ 松岡 達英 ほか作 

 なまけていません。 柴田 ケイコ 絵 

 おてがみであいましょう 木村 いこ 作 

 ヒミツのひだりききクラブ 古谷 萌 え 

 わくわくどうぶつしょうがっこう デュブク 作 

 アフガニスタンのひみつの学校 ウィンター 作 

 あかちゃんといっしょ えがしら みちこ 作 

 

 タヌキの土居くん 富安 陽子 作 

 石井桃子 竹内 美紀 文 

 東京タワーに住む少年 山口 理 作 

 

 なわとび 伝承遊びを伝える会 著 

 最驚！世界のサメ大図鑑 中野 富美子 構成・文 

 ぜんぶかわいい！手芸クラブ １ くぼでら ようこ 著 
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おかあさんどーこ？ わかやま しずこ さく 
 

いいこねんね 長谷川 義史 え 

おかあしゃん。はぁい。 岡田 千晶 え 

わたしのママはまほうつかい ゴドン 絵 

ママ、わすれてるじゃない ジェラーム え 

しあわせ いもと ようこ 作 

うさぎさんてつだってほしいの センダック え 

ぼくのママはうんてんし おおとも やすお さく 

せかいでひとつだけのケーキ あいはら ひろゆき 作 （低学年から） 

ざわざわ森のがんこちゃんおかあさんきらい 末吉 暁子 文 （  〃  ） 

ロボママ スミス 作 （中学年から） 

わんわん村のおはなし 中川 李枝子 さく （  〃  ） 

チョコミント 中山 聖子 作 （高学年から） 

チビ竜と魔法の実 富安 陽子 著 （  〃  ） 

おおきくなったよさるのあかちゃん さえぐさ ひろこ 文 （低学年から） 

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ ５ 本間 昇 作 （中学年から） 

キタキツネのおかあさん 竹田津 実 文・写真 （高学年から） 

 

５がつの行事
ぎょうじ

予定
よ て い

 
 
＊かみしばいおはなし会＊  

 日時： ５月５日（木・祝） 午後３時から午後３時４５分まで 

 場所： 多目的ホール（４かい） 

 対象： 小学生以下の親子（１２組まで） 

内容： 紙芝居をたくさん読みます。赤ちゃん向けから小学生向けまで少しずつ難しくなり 

ます。ベビーカーに乗ったままの参加も可能です。途中退出可能です。 

申込： ４月２１日（木）から草加市電子申請・届出サービス内にある汎用予約システム 

にて申し込んでください。（先着順） 

 

＊０・１歳の赤ちゃんと家族のための講座＊  

 日時： ５月１２日（木） 午前１０時３０分から１１時３０分まで 

 場所： 多目的ホール（４かい） 

 対象： ５月１２日の時点で０・１歳の赤ちゃんとご家族（８組まで） 

内容： 絵本をつかった語りかけやわらべ歌の実践 ※絵本１冊プレゼント！ 

申込： ４月２１日（木）から草加市電子申請・届出サービス内にある汎用予約システム 

にて申し込んでください。（先着順）

５５５・・・６６６がががつつつのののテテテーーーマママ本本本「「「   おおおとととうううさささんんん・・・おおおかかかあああさささんんん   」」」   

」」」ーーー    」」」   

えほんクイズのこたえ １．② ２．③ ３．④ ４．② ５．④ 


