
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くまさんは おともだちと あそんだとき しゃしんを とりました。 

でも、しゃしんが たくさんあるので とったときの じゅんばんが 

わからなくなってしまいました。 

おともだちのはなしを きいて、じゅんばんを おしえてね。 

 

おんせんのまえに 

パーティとドライブしたって 

くまさんが いっていたよ。 

あとは おうちにかえるだけ 

だって。 

 

ぼくは うたったあとに 

ほかのことをしていたよ。 

よるのパーティでまた 

くまさんに あったけど。 

 

ダンスしてすぐドライブ 

をいっしょにしたよ。 

つぎはパーティにいくから 

って いそいでいたよね。 
たぬき さん 

ぶた さん 

うさぎ さん 

ダンス 

ドライブ 

おんせん 

パーティ うたを うたう 

こたえは べつページのしたに さかさまにのっているよ！ 
 



じどうしつだより ４・５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  ２０２１・４・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      ボランティアのよみきかせ 

◎ … 土・日よう日   午後  2時 30分から  ボランティアのよみきかせ 

毎かい、２０分ぐらいです。４かいの おはなし室で おこないます。 

 

 

みぢかな ざいりょうを つかって、かんたんな工作を します。 

☆  ４月１７日（土よう日） 「くるくる こいのぼり」 
 

① 午後 １時 30分から １時５５分まで  

② 午後 ２時０５分から 2時 30分まで４かいロビーにて おこないます。 

じぜんもうしこみをした人をゆうせんして、当日も せきがあいていたら うけつけします。 

じぜんもうしこみは ３月２１日から ２かいじむしつで うけつけします。 

じぜんもうしこみは各回
かくかい

５くみまで。りようのきろくを きにゅうしてください。 

 

☆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。 

☆  ５月１５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。 

 

５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 

４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◎  31           

 

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◆  

              

 



 

 

 

 

 

 

 ぎろろんやまと 10ぴきのかえる 間所 ひさこ さく   

 とっておきの詩 村上 しいこ 作 

 絵でよくわかるこころのなぜ 松尾 直博 監修   

 一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会 編 

 13歳からの「気もちを伝える言葉」事典 矢野 耕平 著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 でんしゃくるかな？ きくち ちき 作 

 ちいさなライオン イーラ 写真 

 おすしやさんにいらっしゃい！ 遠藤 宏 写真 

 もしかして… ホートン 作 

 ナナはセラピードッグ オギルヴィー え 

 はからはじまるカルシウムのはなし ホンゴリアン 絵 

 ひびけわたしのうたごえ モースタッド 絵 

 地球のことをおしえてあげる ブラッコール 作・絵 

 

 きみのなまえ あんず ゆき 作 

 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい さく 

 わたしのあのこあのこのわたし 岩瀬 成子 著 

 

 防災学習ガイドもしものときにそなえよう台風・豪雨 国崎 信江 監修 

 つくって役立つ！防災工作 プラス・アーツ 監修 

 赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 高橋 孝雄 監修 

 

くまさんの おもいで こたえ うたを うたう → ダンス → ドライブ → パーティ → おんせん 

https://2.bp.blogspot.com/-r4ay_hHgYJI/W9RZOvzQdwI/AAAAAAABPng/BuHEtIMY5nEIgy-yObuZ0ddJdBjoaSSiACLcBGAs/s800/zabuton_tv_note_long.png
https://2.bp.blogspot.com/-r4ay_hHgYJI/W9RZOvzQdwI/AAAAAAABPng/BuHEtIMY5nEIgy-yObuZ0ddJdBjoaSSiACLcBGAs/s800/zabuton_tv_note_long.png
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyes1.r-db.cloud%2Fimages%2Fblog%2Fhanami_usagi.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.a-cross.info%2Fcontents%2Fblog%2Fdaily%2F2017-02-14&tbnid=IUo1Y4-kHYuHBM&vet=10CHgQMyjoAmoXChMIsNrj4pn17gIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=DKgznkwCfNwO6M&w=623&h=649&q=%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%A8%E3%82%84%20%E6%98%A5&hl=ja&ved=0CHgQMyjoAmoXChMIsNrj4pn17gIVAAAAAB0AAAAAEAQ
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/soka/webopac/usermenu.do
https://www.d-library.jp/sokad/g0101/top/


 

 

 

しゅくだい いもと ようこ 文・絵 

 

ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田 岩緒 作 

いけいけ！しょうがくいちねんせい 北村 裕花 え 

いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ ふじた ひおこ え 

ようこそ！ここはみんなのがっこうだよ カウフマン 絵 

ともだちっていいな はせがわ ともこ 絵 

教室はまちがうところだ 長谷川 知子 絵 

おめでとうのいちねんせい 日比野 克彦 絵 

どうぶつがっこう トビイ ルツ 作・絵 （低学年から） 

タヌキのきょうしつ 山下 明生 作 （  〃  ） 

二年二組のたからばこ 山本 悦子 作 （  〃  ） 

ジャコのお菓子な学校 オスファテール 作 （中学年から） 

５年２組横山雷太、児童会長に立候補します！ いとう みく 作 （高学年から） 

ソーリ！ 濱野 京子 作 （  〃  ） 

ナージャの５つのがっこう ナージャ ぶん （低学年から） 

サーカスの学校 西元 まり 文 （中学年から） 

ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ 写真・文 （高学年から） 

 

４がつ・５がつの行事
ぎょうじ

予定
よ て い

 
 
＊子ども読書週間お楽しみ袋＊  

 日時： ４月２３日（金）から５月１２（水）まで（無くなり次第終了） 

 場所： 児童室カウンター 

 対象： 赤ちゃんから小学生まで 

内容： ０～２歳、３～５歳、小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年にわけて 

    それぞれ３冊を袋に入れて１０セットを図書館の司書さんが選びました。 

申込： 草加市図書館利用カードを出して「お楽しみ袋を借ります」といってください。 

※３冊借りられるように、他の本を借りるのは７冊までにしてね！ 

 

＊赤ちゃんと家族のための講座～絵本で子育て～＊  

 日時： ５月１４日（金） 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： ０～１歳児の赤ちゃんとその家族（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 

申込： ４月２１日（水）から電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌで申込 

※受付時に新型コロナウイルス感染拡大防止対策のご案内をさせていただきます。 

３３３・・・４４４がががつつつのののテテテーーーマママ本本本「「「   がががっっっこここううう   」」」   

」」」ーーー    」」」   


