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～としょかんを もっとたのしく　子どもむけ おたより～



２

『子どもばやしのお正月』

祭り囃子が生まれたのは江戸時代。その時代の音と踊りは今

も、子どもたちに受け継がれている。元日に神様に奉納され

る「子どもばやし」の様子を、「ピーヒャラ」「ドンドコ」

といったお囃子の音とともに描く。

いぬのドムくんのところに届いたのは、きつねのタムくん

からのなぞなぞおてがみ。なぞなぞの答えを見つけたドム

くんは、タムくんの住む森へと歩いていきます。ドムくん

の気持ちとタムくんの笑顔で、心がぽかぽかになる絵本。

　　　　　　　　　　　　  さく

びーえるしゅっぱん

　はせがわ さとみ／作

　BL出版

　ちゃいろのラベル　

『ドムくんとなぞなぞおてがみ』

　　　　　　　　　　　　　　　　　  とど　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こた　　　み

　　　　　　　　　　　　　  す　 もり　　　ある

　   きも　　　　　　　　　　　えがお　　こころ　　　　　　　　　　　えほん

　さげさか のりこ／作

　福音館書店

　きいろのラベル

 ふくいんかんしょてん

まつ　 ばやし　  う　　　　　　　　えどじだい　　　　　 じだい　 おと　おど　　 いま

　　　  こ　　　　　　　　う　　つ　　　　　　　　　がんじつ かみさま　ほうのう

　　　 こ　　　　　　　　　　　ようす

　　　　　　　　はやし　おと　　　　　  えが

さく

こ　　　　　　　　　　　　　　 しょうがつ

３

「ふゆやすみチャレンジ」は、1月11日まで。

「さるのモビール」は、たくさんもらえたかな？

「スノードーム」と「ツリーのかたちをしたぼうし」をつくりました。

むかえにきてくれたトナカイさんといっしょに おはなしかいに いきました。

おうちにかざった「さるのモビール」をしゃしんにとって

としょかんにもってくると、てんじコーナーにかざるよ。

みんな、どんなふうに おさるさんたちを つなげたかな？

たのしみだなぁ。みんなもみにきてね♪

リポーターめーたくんが
としょかんのイベントを
しょうかいしてくれるよ

「ふゆやすみ チャレンジ」１月１１日まで！

「クリスマス工作会」で、スノードームと

ツリーのぼうしをつくりました。

2015年12月23日（水）

↓ツリーのぼうしづくり

↑スノードーム完成！
←
ド
ー
ム
の
な
か
み
は
ど
れ
が
い
い
か
な
？



じどう展示コーナー①

1月は1年のはじまりです。今年もたのしい年にな

りますように。お正月や節分、年のはじめにねがい

をこめて、みんなでたのしむ行事の絵本をしょうか

いします。

ゆき

お正月の本、節分の本

ＢＯ ＯＫ

ＢＯ ＯＫ

『ゆきのひのゆうびんやさん』 

「きれい」と「カワイイ」をテーマにした本を集め

ました。

カワイイ小物を作ったり、美しい日本語を学んだり

して、心をあたため、寒い冬を乗り切りましょう！

ＹＡ展示コーナー
てんじ

てんじ

てんじ

５４

ヤング・アダルトの略で、１０代の、

子どもでもない、大人でもない、

対象年令のことをいいます。

　　　　　　　　　　　　　　　りゃく　　　　　　だい　

こ　　　　　　　　　　　　　おとな

たいしょうねんれい

　　　　　　　　

じどう展示コーナー②ＢＯ ＯＫ

おとしだまで　かった　たこをあげたら、　
七ふくじんが　やってきて、とってもにぎやか
なおしょうがつに　なったよ。あたらしいとしを
いわえる　えほん。

ものおきごやの　てんじょうに、おにたと
いう　なまえの　ちいさな　くろおにの
こどもが　すんでいました。　せつぶん
のよる、つのかくしの　むぎわらぼうしを
かぶって、おにたは　ものおきごやを　
でていきました。

こいで たん／ぶん 

福音館書店 

ちゃいろのラベル

★じどうコーナー いりぐち★

★おはなしのへや のよこ★

しょうがつ　　　　 ほん　　　　せつぶん　　　　ほん

  がつ　　　　ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことし　　　　　　　　　　　　 とし

『七ふくじんとおしょうがつ』

山末 やすえ／作

教育画劇

きいろのラベル

やますえ

きょういくがげき

『おにたのぼうし』

あまんきみこ ／ぶん

ポプラ社

ちゃいろのラベル（保存庫）

ふくいんかんしょてん

  　　　　　　　　　　　　　　　  しょうがつ　　せつぶん　　　とし

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎょうじ　　　　えほん

きれい　カワイイ

しち

しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　 あつ

              　　こもの　  つく　　　　　　  うつ　　　   にほんご　    まな

　　　　　　　  こころ　　　　　　　　　 さむ 　 ふゆ　   の　　 き

ほぞんこ

Ｙ Ａ と は？
ワイエー

ゆきだるま、ゆきがっせん、かまくら

づくり、スキー、などなど、ゆきが

ふったら　いろいろ　たのしめます！

そんな「ゆき」にまつわる　ほんを

あつめました！

ＹＡ棚が
できました！

（一般展示コーナーの
おとなりです）



６ ７

★2016年　杉並区「子ども読書月間」

　　　　　　　　標語大募集！★

募集作品：杉並区子ども読書月間をＰＲする標語をつくってください。

　　　　　字数は自由、未発表のもので一人一点まで。

対象：杉並区在住、在学、在勤の小学生から18歳までの方

期間：平成２７年１２月４日(金）

　　　　　　　　　　　　～平成２８年１月１５日(金)

今回の応募作品の中から選ばれた作品が
2016年度ポスターの標語となります。

しょうがくせい さい かた

★「第１２回すぎなみ本の帯アイデア賞」

　　　　　　　　の入賞作品を展示しています★

期間：１月１１日(月)～１月１７日(日)

１階展示コーナー（CDｺｰﾅｰ横）

ひょうごどくしょげっかん

すぎなみく どくしょげっかん

ひょうご

だいぼしゅう

こんかい おうぼさくひん えら さくひん

ひょうご

すぎなみく

じすう じゆう みはっぴょう

すぎなみくざいじゅう ざいがく ざいきん

ぼしゅうさくひん

たいしょう

昨年応募してもらった小学生、中学生の力作556点の中から、「本

の帯アイデア大賞」「本の帯コピー賞」「本の帯ビジュアル賞」

「特別賞」「アイデア賞」に２０点のすばらしい帯作品が選ばれま

した。入賞作品を中央図書館で展示します。見にきてください！

(※最終日は午後３時までです）

さくねんおうぼ しょうがくせい ちゅうがくせい りきさく てん なか

たいしょう しょう しょう

とくべつしょう しょう てん

ほん

おび おび おびほん ほん

おびさくひん えら

にゅうしょうさくひん てんじ み

だい かい ほん おび しょう

にゅうしょうさくひん てんじ

きかん

かいてんじ よこ

０・１・２歳を対象にしたおはなし会です。

ベビーカーでもご入場いただけます。

あかちゃん おはなしかい１／２０
（水）

時間：午前１１時～　（＊約４０分）　

会場：地下 視聴覚ホール

対象：０・１・２歳と保護者

参加費：無料

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

★冬休みチャレンジ★

本を ３さついじょう かりるか、よんだほんの かんそう

を かくと、かわいい おさるのモビールが もらえます。

たくさんつなげて いろんなところに ぶらさげよう!

ふゆやす

ほん

平成２７年１２月２０日(日）

　　　　　　　　～平成２８年１月１１日(月・祝日)
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１月のカレンダー

あかちゃん
タイム

おやすみ

おやすみ

 ★じるしは、おはなしかいの日。児童コーナー「おはなしのへや」でやってます！

◎水ようび　午後3時～　◎日ようび　午後 2時３０分～

※だい１・３（水）の、おはなしかいは「３つのりんご」のよみきかせです。

あかちゃんタイム
毎週火曜日午前１０時３０分～正午　場所：児童コーナー
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館を利用できるよう、図書館ス
タッフとボランティアがサポートいたします。あかちゃんのための絵本の選び方など、
お気軽にご相談ください。
※第５火曜日はお休み。

おやすみ
あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

○おやすみ　１/１（金）～４（月）、１/７（木）、１/２１（木）
　　月～土よう日　午前９時～午後８時　※にちようび、しゅくじつは、５時まで。

★

★

★★

★ ★

★
★

おやすみ

おやすみ

おやすみ

２４
３１ あかちゃん

タイム

あかちゃん
　おはなし会
1１:00～1１:40


