もう！
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緑区では読書活動を推進しています！ もっと本に親しめる
ように、本を通じて人がつながるように。読書活動推進事業
では、地域で読書に関する活動をする人たちのお手伝いや、
読書に関するイベントを実施しています。

ile

sm

本とふれあうまち「緑区読書まっぷ」
緑区には、図書館以外にも本を借りたり読んだりできる
施設がたくさんあります。地区センターやコミュニティ
ハウス、市民図書室など、緑区にある読書施設を一覧に
した「読書まっぷ」を配布中！ぜひ読書まっぷ片手に、
あなたの近くの読書の施設を訪ねてみてください。

interest
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は
参加
お
り
団
ど
体
み

詳しくはこちら

おすすめ
絵本

人生最初の本との出会い「赤ちゃん絵本セット」
絵本選びに悩んでいませんか？緑区では選りすぐりのおす
すめ絵本6冊をセットにした「はじめて出会う赤ちゃん絵
本セット」を緑図書館や地区センターで貸し出しています。
お子さんにぴったりの絵本が見つかるかも。

詳しくはこちら

e

favorit

Aセット ※ほかにも数セットあります
・おつきさまこんばんは（作：林明子/福音館書店）
・じゃあじゃあびりびり（作・絵：まついのりこ/偕成社）
など6冊

街の小さな図書館「まちライブラリー」
「まちライブラリー」は、みんなで本を持ち寄って
みんなで育てる街の小さな図書館です。本を借りた
り持ち寄ったり、感想を書き入れたり。「本」で
繋がってみませんか。現在緑区に15か所にあり、
いっぽも参加しています。
いっぽのまちライブラリー
（蔵書検索もできます）

発行：緑区役所地域振興課 編集：緑区地域子育て支援拠点いっぽ
協力：緑図書館 デザイン：伊藤麻美 表紙イラスト：渡邊奈津美
令和3年11月発行
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0歳から
だるまさんが

「みどりおはなしネットワーク」は、緑区内で読み
聞かせの活動をしている団体のネットワークです。
絵本やおはなしに親しむ機会作りとして毎年「みど
りおはなしフェスタ」を開催してきましたが、多く
の人が集まるイベントを行うのは難しくなりました。
地域の親子におうちの中でも楽しんでもらうために
何かできる事はないかと考え、この冊子を作成しま
した。ぜひお手に取ってご覧になってみてください。
令和3年11月
みどりおはなしネットワーク
緑区役所

＜みどりおはなしネットワーク参加団体＞
いっぽ・図書館・読み聞かせ団体・保育園・子育てサロン・子育てサークル・
親と子のつどいの広場・プレイパーク・緑区地域振興課 など
※参加団体の情報は、緑区の子育て情報サイト「みどりっこひろば」やいっぽ
のホームページで紹介しています。感染症拡大防止のため変更や中止になる場
合があります。お出かけの際は、主催元に最新の情報をご確認ください。

作：かがくい ひろし / 出版：ブロンズ新社

「ちょっと ほっと・るーむ長津田」は 1 歳前後の参加が多
いので、読み聞かせは文字が少なく、色がはっきりしてい
て、丸い絵のものをなるべく選んでいます。「だるまさん
が」は特に人気が高く、みなよく聞いて、見てくれるので
オススメします。
From ちょっと ほっと・るーむ長津田
地域のボランティアの方々による、就 園前（ 0 〜 3 歳児位）
のお子さんとご利用いただける子育てサロンです。妊娠中の
方・パパ・祖父母世代の方も気軽にお越しください！
第 1・2 水曜日開催。（コロナ禍のため事前申込制）
会場：長津田地域ケアプラザ（長津田 2-11-2）

へっこ ぷっと たれた
構成・文：こが ようこ / 絵：降矢 なな / 出版：童心社

「おいっちに おいっちに おいっちに おいっちに」とテン
ポよく始まる言葉の繰り返しに、見ているお子さんも、
体を揺らしてリズムを取ります。何が始まるのかな…と
思っていると、「へっこ ぷっと たれた」だって！読み聞
かせる大人も思わず微笑んでしまう、心地のよいわらべ
うた絵本です。
From 長津田保育園
育児支援センター園として、地域の未就学児の親子を対象に
週 5 日間施設を開放しています。参加年齢に合わせた読み聞
かせ、ふれあい遊びなども行っています。親子でほっと一息、
楽しい時間を過ごしに来てください。
住所：長津田 2-11-1

でてこい でてこい
作：はやし あきこ / 出版：福音館書店

いろいろな形から何が出てくるのかとワクワクしながら
ペ−ジをめくる楽しさと、言葉の繰り返しが子どもの心
をひきつける一冊です。3 か月頃からの赤ちゃんでもこ
の絵本を楽しんでくれますし、おしゃべりできる子は一
緒に読んで楽しめると思います。

みどりっこひろば

いっぽホームページ
From 緑区地域子育て支援拠点

みどりおはなしフェスタ

いっぽ

絵本やおもちゃがあり、親子が自由に過ごせるひろばがあり
ます。地域のイベントや子育て情報も充実しています。子育
て中の不安なことや知りたいことなど、スタッフに何でも気
軽にお話しください。
住所：十日市場町 817-8

ごあいさつあそび

でんしゃがゴットン

作：きむら ゆういち / 出版：偕成社

作・絵：冬野 いちこ / 出版：岩崎書店

動物たちが男の子のお家に遊びに来ます。動物たちが「こ
んにちは」とおじぎするしかけ絵本です。ケーキをごちそ
うになると、みんなで「ありがとう」とおじぎをします。
大きい動物のイラストが小さなお子様にもわかりやすいで
す。「こんにちは」「ありがとう」の素敵なあいさつが、元
気にできるようになるといいですね。
From

よくある電車の絵本ね、と思うことなかれ。ぜひ声に出し
て読んでみて！五七調の文章で、不思議とリズムにのって
いることでしょう。あっという間に読めたら、次 は 絵 に
注目。街なかを走る働く車は？貨物列車は何両？乗客を待
っていたのは誰？…などなど、お話を想像しながら楽しん
でくださいね。

キッズオアシスひがぽん

From おはなしや「しらさぎ」

未就園児対象の子育てサロン。おもちゃで遊んだりお絵かき
したり、お母さん同士でお話したり、自由にお過ごしくださ
い。後半に手遊びや親子体操なども行っています。原則第 2
木曜日・第 4 火曜日開催。
会場：東本郷地域ケアプラザ（東本郷 5-5-6）

かお かお どんなかお

十日市場小学校で月 2 回低学年と高学年の日に分けて、朝 読
み聞かせをしています。読み手は保護者と地域の方で約 20 人
いて、各自お気に入りの絵本を選んでいます。図書整理は 5 人
いて、主に図書室の装飾をしています。

おつきさまこんばんは

作：柳原 良平 / 出版：こぐま社

「たのしいかお」「かなしいかお」「おこったかお」ど のペ
ージにも「かお」があふれています。言葉がわからない子
は指さしで、言葉がわかる子は顔まねして百面相。周りの
大人も自然と笑顔になる本です。

作：林 明子 / 出版：福音館書店

優しい絵とゆっくりな言葉が心にしみます。慌ただしく
過ぎる毎日ですが、夜空を見上げて一呼吸してください。
秋の夜長におつきさまに会いにお散歩もいいですね。
From 三保ねんじゅ坂プレイパーク

From

緑子育て支援 W.Co ほっぺ

十日市場にある保育室です。毎月 1 回、いろいろな内容の
親子ひろばを開いています。ぜひいらしてください。
住所：十日市場町 840-3 るるる * みどり館内

でんしゃ くるかな？
作：きくち ちき / 出版：福音館書店

この絵本に登場するのは、ライオン・ゾウ・男の子・カバ
・キリンそしてリス。みんなそろって電車が来るのを待っ
ています。
「くるかな？くるかな？」と待っている姿がかわ
いいです。電車が目の前に来ると、「きたー！」と大喜び。
また、その姿もとてもかわいいです。そして、みんなで電
車に乗っておでかけします。
From 新治里山おはなし会
第 3 土曜日の 10:30、幼児から大人へ向けたおはなし会が始
まります。おはなし会の後は、輪になって親子でわらべうた
遊び、森の中の古民家のふるさと感も楽しんで。11月には大
人のためのおはなし会を毎年開催。
会場：にいはる里山交流センター（新治町 887）

山と川に囲まれた自然豊かな三保念珠坂公園で、冒険遊び場
を開催しています。
「やりたい気持ち」を大切に、子どもも大
人も自由に過ごせる場です。森の中を吹き抜ける風を感じな
がら、おはなしを聞いてみませんか？
会場：三保念珠坂公園（三保町 930-8）

おめんです
作・絵：いしかわ こうじ / 出版：偕成社

各ページに一つずつ描かれたお面の色彩があざやかで、目
を引きつけられます。お面をしていたのは実はいろいろな
動物さんたちで、しかけ絵本になっているページを、お面
を外すようにめくると、そのページの動物たちと読んでい
る子どもたちの目線がしっかり合うのも、この絵本の魅力
です。
From あそびのひろば
遊びを通じて親子がふれあい、育ちあい、仲間作りにもつな
がるような、楽しい遊びの場を企画・提供しています。手作
りおもちゃや、ダンスやパネルシアターなどのお楽しみタイ
ムもあります。第 3 金曜日開催予定。
会場：鴨居地域ケアプラザ（鴨居 5-29-8）

ぱっちり おはよう

ぴょーん
作・絵：まつおか たつひで / 出版：ポプラ社

作：増田 純子 / 出版：福音館書店

ページをめくる度に、いろいろな動物さんたちが、とんだ
りはねたり（？）。そのまねをしながら、お母さんと一緒に
楽しめる絵本です。笑顔になること間違いなしです。パオ
パオでも普段からお話タイムで読んでいて、とても人気が
あります。

From

かわいいお友達の寝顔「気持ちよさそう」
「ぐうぐうぐう！
すやすやすや！」。たっぷり眠った後はおめめもぱっちり
「おはよう」いろいろなお友達と「 おはよう」のごあいさ
つ！絵もシンプルで色もはっきりしていて、登場するお友
達も身近なので、お話ししながらページを進められますよ。

親と子のつどいの広場 ながつたパオパオ

From 親子の居場所ふたば

日当たりのよい部屋でのびのびとお子さんを遊ばせながら、
ママもほっと一息つきませんか？
お庭には小さなすべり台とお砂場も用意しています。
住所：長津田町 2311-1

長津田地区で親子の居場所作りをしています。
（現在感染症拡大防止のため休止中。再開時期は未定）

いろんないきものが「ぴょーん」とはねる楽しい絵本です。
小さなおともだちから、お兄ちゃん、お姉ちゃん、お父さ
ん、お母さんまで、みんな一緒に「ぴょーん」とはねると、
みんな笑顔になります。
From

キッズオアシスひがぽん 2

お母さんとお子さんがお友達と一緒に遊んだり、おしゃべりし
たり…。優しいボランティアさんとの会話やアドバイスで日頃
の子育ての悩みも癒されるはず！お気軽にお越しください。
原則第 1 金曜日・第 3 木曜日開催。
会場：東本郷第三団地集会所（東本郷 4-7）

1歳から
ふうせんねこ
作・絵：せな けいこ / 出版：福音館書店

子育てサロン参加のお母さんより、子どもが何でも「い
やだいやだ」で困ってしまうと言われました。そこでこ
の絵本を紹介しました。
From

たまごのえほん
作・絵：いしかわ こうじ / 出版：童心社

しろいたまごが「ぱりっぱりっ」と割れると、「ぴよぴよ」
とかわいいひよこが生まれました。いろいろな形・色のた
まごから、どんな赤ちゃんが生まれるのかな？上・右・下
の三方にたまごが割れるようにページをめくると、赤ちゃ
んが出てくる楽しいしかけ絵本です。
From

あおぞら おもちゃ文庫

0 歳〜未就学児の親子の遊び場や、交流の場としてご利用い
ただいています。おもちゃや絵本があるお部屋で楽しく遊び
ましょう ! ( お電話で利用状況をご確認の上、お越しください）
住所：中山 3-16-1

霧ヶ丘子育てサロン

0 〜 3 歳位までの子育て中の親たちが、子どもを遊ばせなが
らホッとひと息つけ、親同士が交流する場所です。季節に合
わせた行事遊び、絵本の読み聞かせなどをして楽しんでいま
す。第 3 火曜日開催。
会場：霧が丘地域ケアプラザ（霧が丘 3-23 霧の里）

ぞうさん
詩：まど・みちお / 絵：にしまき かやこ / 出版：こぐま社

「ぞうさん ぞうさん おはなが ながいのね」童謡でも親しま
れている「ぞうさん」の詩に、温かみのある絵で、象のし
ぐさが愛らしく描かれています。ぜひ声に出して、お子さ
んに読んであげてください。心地のよいリズミカルな言葉
が響きます。
From

緑図書館おはなしボランティア

緑図書館の読み聞かせ講座に参加したメンバーで活動してい
ます。毎月行っている緑図書館のおはなし会にも来てくださ
い。
（おはなし会は変更・中止することがあります。事前に緑
図書館に確認してください）
会場：緑図書館（十日市場町 825-1）

にこにこかぼちゃ
作：安野 光雅 / 出版：童話屋

2歳から

りんご・たまねぎ・じゃがいも…たくさんのお野菜が、美
しく精密に描かれ並んでいます。巻末に付いたお顔のシー
トをのせると…、野菜たちがにこにこしたり怒ったり…。
「このお野菜知ってる？」「知ってるー、りんご！」「そう、
ボクはりんごだよ！」工夫次第で無限にうまれるお話で、
いつの間にかお野菜が友達になります。

いろいろバス
作・絵：tupera tupera/ 出版：大日本図書

いろいろなバスに、いろいろなモノが乗ったり降りたり。
表情からそれぞれの気持ちを想像するとワクワクします。
終点に着いてたくさんのお客さんが降りてきた場面では、
誰が（何が）乗っていたのかな？と一緒に探す楽しみも
あります。カラフルな色遊び絵本です。

From ぴよぴよ
いっぽの利用者ママたちが中心のグループです。絵本とパネル
シアターを中心に発表を行い 13 年がたちました。赤ちゃんも
ちびっこもお母さんも、私たちと一緒に楽しみましょう！
会場：いっぽ（十日市場町 817-8）

コロちゃんはどこ？
作：エリック・ヒル / 訳：まつかわ まゆみ / 出版：評論社

子犬のコロちゃんを探しているママ。戸扉やピアノや箱
を開けてみると、次々に出てくる動物に、子どもたちも
わくわくするしかけ絵本です。最後は仲良く親子がじゃ
れあう様子がほのぼのします。
From コガモひろば
1 歳〜未就園児の親子を対象としたあそびのひろばです。
親子での手遊び・体を使った遊びをしながら、お母さん同士
の交流をはかります。兄弟児は１歳未満でも参加できます。
第 2・4 水曜日開催。
会場：鴨居地域ケプラザ（鴨居 5-29-8）

あぶくたった
構成・絵：さいとう しのぶ / 出版：ひさかたチャイルド

読みながら、
「にえたかどうだか たべてみよ むしゃむしゃ
むしゃ」の所でこちょこちょすると、楽しく読めます。
広場でもお母さんのおひざでふれあい、楽しく聞いてくれ
ます。歌う感じで読めるので、それもまた飽きずに聞いて
くれます。
From やました親子の広場
山下地区を中心にした、未就学児対象の親子の広場です。
月曜日（不定期）に開催しています。友達作りに、地域の
情報交換にと気軽に遊びに来てください。
会場 : 山下みどり台小学校コミュニティハウス
（北八朔町 2031-3）

From 親と子のつどいの広場

はなまる

お家にいるような温かく落ち着けるひろばです。妊娠期
から参加でき、気軽に子育ての話ができるプログラムも
あります。
住所：台村町 332-1 第二丸正ビル 201

たまごのあかちゃん
作：神沢 利子 / 絵：柳生 弦一郎 / 出版：福音館書店

「たまごのなかで かくれんぼしている あかちゃんはだあ
れ？でておいでよ」の呼びかけに、いろいろな動物たち
の赤ちゃんが、次々と出てきます。子どもたちの好きな
リズミカルな言葉の繰り返しが続いて、お話の世界にど
んどん引き込まれていきます。
From 十日市場保育園
月〜金曜日に園庭を開放し、その中でミニお話会を行ってい
ます。ホッとする楽しいひとときをいかがですか？お待ちし
ています。
住所：十日市場町 1296

おしくら・まんじゅう
作：かがくい ひろし / 出版：ブロンズ新社

紅白のまんじゅうが主人公の絵本。昔遊びの「おしくら
まんじゅう」の歌に合わせて、まんじゅうが遊びます。
ひょうきんな主人公たちのイラストは、心が温かくなり
ますよ。最後は子どもたちの大好きなおばけも出て…。
一緒に歌いながら読むと、きっとわくわくすることでし
ょう。
From 竹山保育園
季節の行事などを取り入れ、地域との交流を大切にしていま
す。ホール開放の時や地域向けの掲示板で、絵本や遊びの紹
介をしています。ホール開放で絵本を読むこともできます。
ぜひ遊びに来てください。
住所：竹山 3-1-15

でんしゃでいこう でんしゃでかえろう

おべんとう
作：小西 英子 / 出版：福音館書店

作・絵：間瀬 なおかた / 出版：ひさかたチャイルド

子どもたちは、食べ物が出てくる絵本を見ることが大好き
です。ほかほかごはんに卵やき、にんじんのグラッセなど、
どれも本物そっくりです。デザートのいちごは、つい手を
伸ばしつまみたくなります。ページをめくる度、おべんと
うができあがっていく様子にわくわくします。おうちごは
んをおべんとうにしてみるのもいいですね！

ドデンドドンと電車が山の村から鉄橋、なのはな畑とい
った所を通り、山の駅と海の駅の間を走ります。穴あき
のトンネルを抜けると景色が一変する楽しさがある一冊
です。また、この本の最大の特徴は、前からも後ろから
も読め楽しめるところです。
From みほどんぐりの会
三保地区周辺に住んでいる親子の居場所作りや、親子で楽し
めるプログラムを開催しています。メンバーはみな三保地区
で子育てをしている現役ママです。
会場：三保自治会館（三保町 2570-20）と周辺の公園

From 鴨居保育園
育児支援センター園です。月〜金曜日に 0 歳〜未就学児の親
子を対象に開放をしています。おはなし会では、絵本や紙芝
居の読み聞かせ、手遊びやリズム遊びを行っています。絵本
の貸出もご利用できます。
住所：鴨居 1-3-19

おやおや、おやさい

うさこちゃんのはたけ

文：石津 ちひろ / 絵：山村 浩二 / 出版：福音館書店

いろいろな野菜が表情豊かにあらわれて、楽しそうなマ
ラソン大会を繰り広げる様子が、おもしろおかしく描か
れています。繰り返しの言葉がリズムよく、ユーモアた
っぷりに出てくるので、とても楽しい気分になれる絵本
です。嫌いな野菜を好きになるきっかけを作ることもで
きます。

文・絵：ディック・ブルーナ / 訳：まつおか きょうこ / 出版：福音館書店

一人で畑仕事をすることになったうさこちゃん。土を耕
し、にんじんを育てます。絵本を通じて、野菜を育て、
収穫し、食べる喜びを体験できます。お子さんと一緒に
野菜を育てたくなる一冊。長く読み継がれている「うさ
こちゃんの絵本」シリーズ。ほかの作品もぜひ読んでみ
てください！
From 緑図書館

From もくもくひろば
0 〜 3 歳のお子さんとママが自由遊びできる場です。情報
交換やママ友作りにも。ご予約の上ぜひご参加ください。
原則第 2・4 木曜日開催。
会場：霧が丘地域ケアプラザ（霧が丘 3-23 霧の里）

ねずみさんのながいパン
作：多田 ヒロシ / 出版：こぐま社

かわいく親しみやすいねずみが、長いパンを持っていろ
んな場所へ行きます。次にどんな動物のおうちに行って
どんなご飯を食べるのか、ワクワク・どきどき♡楽しい
絵本です。
From はくさん HAPPY MAMA'S
白山にお住まいの子育て中のママ・パパ・お子さんを対象
にした親子の居場所です。ママたちがHAPPY な気持ちで、
ホッと息抜きできる居場所です。第 3 火曜日開催。
会場：白山緑会館（白山 3-23-8）

子どものコーナーには、靴を脱いで本を読めるスペースが
あります。赤ちゃん向けの絵本セットの貸出や、毎月年齢
別のおはなし会を行っています。（おはなし会は変更・中止
することがあります。事前に緑図書館に確認してください）
住所：十日市場町 825-1

わにわにのおふろ
文：小風 さち / 絵：山口 マオ / 出版：福音館書店

ちょっと強面のワニの絵本です。内容は毎日のお風呂の
一場面ですが、あまり使わない擬態語・擬声語におもし
ろさが倍増です。
From 青砥どんぐり保育園
園庭開放で絵本の読み聞かせをしたり、月に 1 回ボランティ
アさんによるおはなし会を行っています。懐かしいおはなし
や新作の「ホッ！」と温まるおはなしに親子でふれてみませ
んか。
住所：青砥町 635-22

くだもの

いちごパフェエレベーター

作：平山 和子 / 出版：福音館書店

作・絵：石崎 なおこ / 出版：教育画劇

子どもたちが大好きで、おいしそうなくだものがいっぱ
い出てきます。思わず「食べたいな」と思える絵本です。

カステラさんやバナナさんなど、かわいいキャラクター
がいちごパフェエレベーターに乗って、それぞれに合っ
たフロアを案内してもらうお話。各フロアによって景色
が変わり楽しませてくれます。何度読んでも、次の階は
これだ！とわかっていても、また読みたくなるような絵
本です。

From いっぽひろばおはなし会
月に 2 回（火・金曜日 14:00 〜）、いっぽのひろばでおはな
し会をしています。毎回 10 〜 15 分程度。季節の歌、わらべ
うた、手遊び、そして絵本の読み聞かせなど。
会場：いっぽ（十日市場町 817-8）

From 山下ハイハイオカピ
子育て中のママさん！同年代の子どもを持つママたちが集ま
るサロンでおしゃべりしませんか？保健活動推進員や民生委
員・児童委員など、先輩ママがサロンを見守ってくれます。
第 3 火曜日開催。
会場：山下地域交流センター（北八朔町 1777-1）

3歳から
ぐりとぐら

さつまのおいも
文：中川 ひろたか / 絵：村上 康成 / 出版：童心社

子どもたちの大好きなおいも堀り。土の中からあらわれ
るおいものお話です。土の中で暮らすおいもは、みんな
と同じように、ごはんも食べるし、歯もみがきます。お
風呂にも入ります。毎日トレーニングをして体も鍛えて
います。子どもたちとの勝負やその後の展開がとっても
楽しく、絵本に引き込まれていきます。

作：なかがわ りえこ / 絵：おおむら ゆりこ / 出版：福音館書店

ぐりとぐらは森で大きな卵を拾います。何を作ろうか考
えた末、大きなカステラを作りました。においに誘われ
て森の動物たちが集まってきて、みんなでおいしく食べ
ました。残ったのは卵のからだけ。そのからでぐりとぐ
らが作ったものは…！
From えほんのブーケ．白山

From 森の台保育園
リトミックや絵本の読み聞かせでは、保護者も一緒に参加し、
絵本の読み方やリズム遊びなど、子育ての参考になるように
取り組んでいます。園庭開放も行っていますので、遊びに来
てくださいね。
住所：台村町 633

白山地区センターの図書ボランティアです。原則第 1・3 水
曜日にプレイルームでおはなし会を行っています。お気軽に
ご参加ください！
会場：白山地区センター（白山 1-2-1）

パパ、お月さまとって！
100 かいだてのいえ
作：いわい としお / 出版：偕成社

娘がお母さんに買ってもらったと持ってきた、縦長の少
し大きな絵本。一人で何度も読んだり、読み聞かせてく
れたり。将来自分で家を建てたら、こんなこと あんなこ
としたいと親子を楽しませ、つなげてくれた絵本の一つ
です。

作：エリック・カール / 訳：もり ひさし / 出版：偕成社

ある晩モニカはお月さまがとても近くに見えて、一緒に
遊びたくなりました。しかしどんなに手を伸ばしても届
きません。モニカに月をせがまれたパパは、長い長いは
しごを高い高い山にたてかけて、本当に月を連れてきま
す！絵本の大きさの制限を破った、スケールの大きいし
かけ絵本。大人も子どもも夢中になるお話です。

From よちよち園 B
未就学児の親子対象の、フリースペースによるあそび場を
提供しています（第 2 月曜日）。0 歳〜歩く前までの親子対
象の「よちよち園 S」もあります（第 4 木曜日）。詳しくは
十日市場地域ケアプラザの HP をご覧ください。
会場：十日市場地域ケプラザ（十日市場町 825-1）

From 小学館アカデミーなかやま保育園 りぼん広場
たくさんのりぼんをつなぎ、結び、親子の居場所になること
を願っています。楽しいイベントを企画していきますので、
ぜひ遊びに来てください。
住所：台村町 399

てつぞうはね

はらぺこあおむし

作：ミロコマチコ / 出版：ブロンズ新社

作：エリック・カール / 訳：もり ひさし / 出版：偕成社

「てつぞうはね わたしのねこ」で始まる大好きな飼い猫
のお話。気ままでいたずら好きなてつぞうのキャラに、
思わず笑いがこみあげます。そして月日は流れ、命はめ
ぐり…。最後にじんわりくるお話は、子どもだけでなく
大人まで楽しめる絵本です。

大人もよく知る絵本ですが、お子さんたちも大好きです。
色や絵を楽しむ、お話や数字、ものの名前を楽しむなど、
年齢によって楽しみ方は様々。最近は絵本とエプロンシ
アターに夢中になる姿が見られました。
From よちよちみなみ台
主に未就園児を対象とした親子の広場です。自由遊び、保育
士による手遊び歌、保健師による育児相談をしています。
地域の方もスタッフとして参加してくれています。親子で遊
びながらみんなでおしゃべりしませんか。
会場：中村自治会館（長津田町 3152）

From おはなしサンタ
主に長津田・十日市場地域で、小さな赤ちゃんから大人まで
誰もが楽しんでいただけるよう、絵本・紙芝居・パネル、オ
リジナルのパペットシアターなど様々な形と創作音楽でおは
なし会をお届けしています。
定期おはなし会会場：長津田地区センター（長津田町 2327）

まどのむこうの くだもの なあに？
さわってごらん！
ふしぎな ふしぎな まほうの木
作：クリスティ・マシソン / 訳：大友 剛 / 出版：ひさかたチャイルド

こんな時だからこそ、たくさん触って言葉を交わしてみ
ませんか？ 1 本の木が主役のこの絵本。子どもたちが触
ったり、こすったり、ふ〜っと吹いたりすると、次のペ
ージで花が咲いたり葉っぱの色が変わったりして楽しま
せてくれます。この絵本を読んで「赤い葉っぱを探しに
行こうか」なんて、自然を探しに行くのも良いですね！
From

バオバブ霧が丘保育園

木曜日に園庭を開放し、その中で絵本の読み聞かせを行って
います。
住所：霧が丘 3-25-1

4歳から

作：荒井 真紀 / 出版：福音館書店

拡大された果物を、一部、全体、断面と段階的に見ること
で新しい発見があります。対象年齢は 4 歳からとなってい
ますが、広場ではもっと小さいお子さんも興味を持って見
てくれていました。親子の会話がはずみそうな絵本です。
From 親と子のつどいの広場

みらいポケット

地域の子育て真っ最中の親子のみなさんが、いつでも自由に
来て、遊んだり交流をしたりしながら、ゆったり過ごせる場
所です。毎月栄養相談やよみきかせなどのプログラムもあり
ます。
住所：鴨居 1-11-2 リバーサイド鴨居 101

5歳から
おおきな 3 びき ゆうえんちへいく

はらぺこおおかみと ぶたのまち
作・絵：宮西 達也 / 出版：鈴木出版

おなかを空かせたオオカミが、やっと辿り着いたのはブ
タの町。そこはオオカミラーメンやオオカミギョーザな
どがあるラーメン屋さんや、オオカミを丸ごと入れられ
る冷蔵庫などを売っている町でした。食べられては大変！
と知恵を絞るオオカミのおもしろいお話です。

作・絵：クリス・ウォーメル / 訳：小風 さち / 出版：徳間書店

大きな 3 匹、クマのおじさん・ゾウのおばさん・セイウ
チのおばさんが遊園地に出かけます。ですが、遊園地に
辿り着くまでに様々な誘惑に負け、寄り道を繰り返すユ
ニークなお話です。前作「ちいさなきしゃと おおきなお
きゃくさん」2 冊とも大きな 3 匹のユーモラスな会話と
ダイナミックな絵で、思わずワハハと笑ってしまうとっ
ても楽しい絵本です。

From ちゃちゃちゃ広場

From 台村・森の台ふれあいサロン

第 1 月曜日に、お友達の輪を広げたい方や引っ越してきて
お友達を作りたい方等、知り合うきっかけ作りの広場を開
催しています。2 部制（1 部：歩けないお子さん対象 /2 部
：歩けるお子さん対象）。
会場：中山地域ケアプラザ（中山 2-1-1 ハーモニーみどり内）

台村町・森の台にお住まいの、赤ちゃんからご高齢の方まで、
どなたでも気軽に集まれるサロンです。自由に過ごしながら
ご近所同士のつながりを深めましょう！（現在感染症拡大防
止のため休止中。再開時期は未定）
会場：台村・森の台自治会館（台村町 563-2）

