
図書館見学会 

○小学校３年生対象（中央図書館） 午前 10時～11時 45分 

  内容：おはなし会・図書館概要説明・館内見学・資料の貸出 

学校名 実施日 クラス おはなし会プログラム 

第二小学校 

 

 

4月 26日（木） 1組 おはなし：マメ子と魔物 

絵本：どうながのプレッツェル 

2組 おはなし：マメ子と魔物 

絵本：どうながのプレッツェル 

3組 おはなし：アナンシと五 

絵本：ダンデライオン 

第十小学校 

 

 

5月 2日（水） 1組 おはなし：エパミナンダス 

絵本：ゼラルダと人喰い鬼 

2組 おはなし：エパミナンダス 

絵本：ゼラルダと人喰い鬼 

3組 おはなし：ミアッカどん 

絵本：歯いしゃのチュー先生 

第一小学校 5月 23日（水） 1組 おはなし：アナンシと五 

絵本：かさどろぼう 

2組 おはなし：エパミナンダス 

絵本：ふしぎなやどや 

第七小学校 5月 24日（木） 1組 おはなし：こねこのチョコレート 

絵本：かさどろぼう 

第四小学校 5月 31日（木） 1組 おはなし：屋根がチーズでできた家 

絵本：どうながのプレッツェル 

2組 おはなし：エパミナンダス 

絵本：どうながのプレッツェル 

第八小学校 6月 1日（金） 1組 おはなし：マーシャとくま 

絵本：かさどろぼう 

2組 おはなし：マーシャとくま 

絵本：かさどろぼう 

3組 おはなし：くわずにょうぼう 

絵本：ねこのくにのおきゃくさま 

 

 

 



学校名 実施日 クラス おはなし会プログラム 

第九小学校 6月 6日（水） 1組 おはなし：マメ子と魔もの 

絵本：かさどろぼう 

2組 おはなし：くわずにょうぼう 

絵本：どうながのプレッツェル 

第六小学校 6月 7日（木） 1組 おはなし：屋根がチーズでできた家 

絵本：ねこのくにのおきゃくさま 

2組 おはなし：エパミナンダス 

絵本：かさどろぼう 

第五小学校 6月 27日（水） 1組 おはなし：マーシャとくま 

絵本：かさどろぼう 

2組 おはなし：マーシャとくま 

絵本：かさどろぼう 

3組 おはなし：マメ子と魔もの 

絵本：かさどろぼう 

第三小学校 6月 28日（木） 1組 館内見学のみ 

 

○小学校２年生対象（清原図書館） 

  内容：おはなし会・図書館概要説明・館内見学 

学校名 実施日 クラス おはなし会プログラム 

第四小学校 10 月 17日（水） 

午前9時45分～

11 時 10分 

Aグループ おはなし：なら梨とり 

絵本：おまたせクッキー 

Bグループ おはなし：なら梨とり 

絵本：おまたせクッキー 

3学級を 2つのグループに分けた。資料の貸出なし。 

第六小学校 10 月 19日（金） 

午前 11 時～12

時 

1組 おはなし：なら梨とり 

絵本：おまたせクッキー 

2組 おはなし：なら梨とり 

絵本：おまたせクッキー 

第五小学校 10 月 24日（水） 

午前 10 時 55 分

～12時 10分 

Aグループ おはなし：なら梨とり 

絵本：きょうはなんのひ？ 

Bグループ おはなし：なら梨とり 

絵本：きょうはなんのひ？ 

3学級を 2つのグループに分けた。資料の貸出あり。 

 

 



○第三小学校対象（清原図書館）1学期  

  内容：おはなし会・資料の貸出 

実施日 時間 学年・クラス おはなし会プログラム 

6 月 20 日（水） 10：40～11：25 5年生 おはなし：おむこさんの買い物 

6 月 22日（金） 13：35～14：20 4年生 おはなし：ふるやのもり 

6 月 27日（水） 10：40～11：25 1年生 おはなし：ヤギとライオン 

11：30～12：15 なかよし学級 おはなし：ヤギとライオン 

13：35～14：20 6年生 おはなし：おむこさんの買い物 

6 月 28日（木） 13：35～14：20 2年 2組 おはなし：ふるやのもり 

6 月 29日（金） 10：40～11：25 3年生 おはなし：ふるやのもり 

13：35～14：20 2年 1組 おはなし：ふるやのもり 

 

○第三小学校対象（清原図書館）2学期  

  内容：資料の貸出 

実施日時間  学年・クラス 

11 月 28日（水） 10：40～11：25 1年生 

11：30～12：15 3年生 

11 月 30日（金） 10：40～11：25 6年生 

11：30～12：15 なかよし学級 

13：35～14：20 2年生 

12 月 5 日（水） 10：40～11：25 5年生 

12 月 6 日（木） 10：40～11：25 4年生 

 

○保育園・幼稚園年長組対象（中央図書館） 午前 10時～11時 20分 

  内容：おはなし会・図書館概要説明・館内見学・本の閲覧と団体貸出 

園名 実施日 クラス おはなし会プログラム 

れんげ保育園 11 月 30日（金） さくら おはなし：ホットケーキ 

絵本：ピーターのいす 

れんげ上北台 

保育園 

12 月 5日（水） さくら おはなし：世界でいちばんきれいな声 

絵本：くまのコールテンくん 

明徳保育園 12 月 13日（木） ぞう おはなし：鳥のみじい 

絵本：おふろだいすき 

れんげ南街 

保育園 

12 月 14 日（金） さくら おはなし：ホットケーキ 

絵本：ピーターのいす 



狭山保育園 12 月 19日（水） まつ おはなし：世界でいちばんきれいな声 

絵本：くまのコールテンくん 

大和東保育園 12 月 21日（金） つき おはなし：鳥のみじい 

絵本：ハリーのセーター 

れんげ桜が丘 

保育園 

12 月 26日（水） さくら おはなし：ホットケーキ 

絵本：くまのコールテンくん 

玉川上水保育園 1月 9日（水） そら おはなし：世界でいちばんきれいな声 

絵本：こんとあき 

上北台こひつじ 

    保育園 

1月 10日（木） ゆり おはなし：鳥のみじい 

絵本：どろんこハリー 

こども学園 1月 16日（水） もも、スタ

ークラス 

おはなし：世界でいちばんきれいな声 

絵本：おふろだいすき 

ふじ おはなし：しおちゃんとこしょうちゃん 

絵本：しんせつなともだち 

狭山ヶ丘幼稚園 1月 18日（金） さくら、

もも（女） 

おはなし：鳥のみじい 

絵本：おふろだいすき 

ふじ、 

もも（男） 

おはなし：世界でいちばんきれいな声 

絵本：どろんこハリー 

立野みどり 

保育園 

1月 25日（金） さくら おはなし：ホットケーキ 

絵本：おばあさんのスプーン 

のぞみ保育園 1月 31日（木） ぞう おはなし：しおちゃんとこしょうちゃん 

絵本：くまのビーディーくん 

 

 

○保育園・幼稚園年長組対象（清原図書館）午前 10時～11時 30分 

  内容：おはなし会・図書館概要説明・館内見学・本の閲覧と団体貸出 

園名 実施日 おはなし会プログラム 

大和富士幼稚園 11 月 2日（金） おはなし：三枚のお札 

絵本：ちいさなヒッポ 

絵本：はじめてのおつかい 

大和富士幼稚園 11 月 9日（金） おはなし：三枚のお札 

絵本：ティッチ 

絵本：１０までかぞえられるこやぎ 

大和富士幼稚園 11 月 14 日（水） おはなし：三枚のお札 

絵本：ちいさなヒッポ 

絵本：ピーターのいす 



大和富士幼稚園 11 月 21日（水） おはなし：三枚のお札 

絵本：ぼくのくれよん 

絵本：ペレのあたらしいふく 

高木保育園 12 月 21 日（金） おはなし：ゆきんこ 

絵本：ピーターのいす 

絵本：子うさぎましろのおはなし 

大和南保育園 1月 23日（水） おはなし：ゆきんこ 

絵本：ふゆめがっしょうだん 

絵本：くまのビーディーくん 

向原保育園 1月 25日（金） おはなし：ゆきんこ 

絵本：ふゆめがっしょうだん 

絵本：くまのビーディーくん 

 

 


