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２

『シラユキさん と あみあみモンスター』

ヤギのシラユキさんは あみ物が 大好き。いつも ヤギの

毛糸の くつしたを あんでいます。ところが、ヒツジおば

さんに あみ物のうでを けなされた シラユキさんは、

ショックで頭がこんがらがって、とんでもないものを あ

んでしまい…。

ももろ／作

あかね書房

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『サンタさんまだかな』

アンネマリー・ファン・ハーリンゲン／作

野坂　悦子／訳

ＢＬ出版

ＥＲ（あかのラベル）

くまのこのきょうだい テテとトトは、クリスマス

がとっても 楽しみ。毎日 サンタさんを むかえる 

じゅんび をしています。サンタさんは きてくれる

かな? 見返しに、めくって楽しめるアドベントカ

レンダーつき。

もの

たの

たの

まいにち

みかえ

けいと

だいす

あたま

もの

アドベントカレンダーえほん

３

きいろラベルのえほんコーナーが

さがしやすくなりました

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がはじまるよ

１２月２３日から「ふゆやすみチャレンジ」がはじまります。

こんかいは、おはなし会にさんかしてもシールがもらえます。

おはなし会の日にちは、うしろのカレンダーをみてね♪

いりぐちのちかくにある「きいろのラベル」がついたえほんコーナー、

みたことがあるかな？えのラベルがついてさがしやすくなりました。

こうさく、おんがく、えいご、いろいろあるのでみてね♪

きいろのえほん (ＥＹ)

♥

水

れきしのほん。でんき。

ぼうさいのほん。せんそうやへいわ。

ぎょうじのほん。

ふくしのほん。点字のほん。かぞくのほん。など
てんじ



じどう展示コーナー① 
てんじ てんじ

４

じどう展示コーナー②

★じどうコーナー いりぐち★ ★おはなしのへや のよこ★

アン・グットマン／文

ゲオルグ・ハレンスレーベン／絵

ブロンズ新社　

ＥＲ（あかのラベル）

H・スティックランド／文

P・スティックランド／絵

金の星社　

EＲ（あかのラベル）

クリスマスイブのこと、小さいしろくまく
んは、だれかによばれたようなきがし
て、目をさましました。ゆきのはらにぽ
っかりあいていたあなをしろくまくんが
のぞいてみると…。サンタクロースのふ
しぎな世界の物語。

『ルナ　おつきさんのおそうじや 』 

ぼくらは お月さんの おそうじや。はし
ごを どんどん のぼって 月についた。
さあ、月に いっぱい おちている 流れ
星たちを はきだすぞ。アカデミー賞
短編アニメーション賞にノミネートさ
れたショートフィルムを絵本化。

『リサとサンタクロース』 『しろくまくんのクリスマス』

　　　　　　　　　  　　　　　　　 ちい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        　 め　　　　

　　　　　せかい　　ものがたり

エンリコ=カサローザ／作

講談社

ＥＲ（あかのラベル）

がつ

こころ

　　　　　　　　 つき 

　　　　　　 　　　　　　　　　　　 つき

             つき　　　　　　　　　　　　　　　　　　なが

ぼし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう

たんぺん　　　　　　　　　　　しょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　えほんか

５

『バムとケロのにちようび』 

犬のバムと かえるのケロは 雨の日よう
日に 何を したでしょう。ケロは 外でビ
チャビチャ どろんこ遊び。バムは お部
屋を きれいに かたづけて、お菓子をい
っぱい作って本を読もうと 思ったけれ
ど…。開くたびに新しい発見がある ゆ
かいな本。

島田 ゆか／作

文溪堂

EC（ちゃいろのラベル）

いぬ                                                          あめ　　にち　　

 び　　 なに　　　　　　　　　　　　　　　　　　そと　　　

　　　　　　　　　　　　　　　あそ　　　　　　　　　　　へ

 や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かし　　　　　

　　　　　つく　　　ほん　　よ　　　　　 おも　　　　     　　 

 　　　　ひら　　　　　　あたら　　はっけん　

　　　　　 ほん

サンタさんがやってくる

みんなが まちにまった クリスマス☆

プレゼント、ケーキ、ツリー…

なんだか たのしいクリスマス☆

みんなの おうちにも、きっと サンタさんがやってくるよ！

リサはガスパールにサンタの国へあそ
びに行ったときのことを話しました。トナ
カイのそりにのってしゅっぱつしたリサ
は、おもちゃ工場を見学したり、サンタさ
んのへやへ行ったり。すっかりサンタさ
んとなかよしになったリサですが…。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はな

　　　　　　　　　こうじょう　けんがく

　　　　　　　　　 い

ピカピカきれい

もう１２月、やりのこしたことはないかな？

…そう、おそうじ！いろいろキレイにすると

心もピカピカかがやくよ。かんしゃのきもちをこめて

みーんなピカピカきれいになっちゃおう
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１６ミリ子ども映画会

　『フランダースの犬』１２／１１
（日）

時間：午前10時～11時３０分（開場：午前９時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）　

名作 TVシリーズ「フランダースの犬」劇場公開版長編アニメ

1997 年日本　原作 /ウィーダ（マリー・ルイーズ・ド・ラ・ラメー）
監督 /黒田昌郎　脚本 /丸尾みほ

楽しみながら科学を学ぼう！

科学あそびの会１２／１７
（土） 『お正月かざりをつくろう』

時間：午前１０時～１２時　会場：２階児童資料室

先生：科学読物研究会　原田 佐和子さん

対象：幼児～小学生（小さなお子様は保護者の方とご参加下さい。）

定員：２０名 ※事前申込みが必要です。
１2/2（金）からカウンターまたはお電話でお申込み下さい。

１２／２４
（土）

主催：ちいさなひとのえいががっこう

いたずら坊やミッシェルがまきおこす
笑いとユーモア、愛と勇気の物語です

親子映画会　映画で世界一周！～スウェーデン編～

　『いたずら天使ミッシェル』

時間：午後２時～４時10分（開場：午後１時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）

対象：幼児～中学生とその保護者（大人のみの参加はご遠慮ください）　

６ ７

ほんを ３さついじょう かりるか、ほんのかんそう

をかく、のどちらかでシールが １まいづつ もらえ

ます。だいし にはりつけて かんせいすると、ステ

キな プレゼントが もらえるよ！

★おはなし会参加でもシールがもらえるよ！！

冬やすみ読書チャレンジ

１２月２３日 ( 金） ～１月９日 ( 月）

はじまるよ！
どくしょ

時間：★スノードーム工作：午後１時３０分～２時

　　　　（午後２時４５分～３時作品受取）　　

　　　☆クリスマスのぼうし工作：午後２時～３時

会場：地下視聴覚ホール

対象：★スノードーム：小学生以上

　　　☆クリスマスぼうし：３歳以上（保護者同伴）

定員：★スノードーム：15名

　　　☆クリスマスぼうし：2０名

両方またはどちらかのみの参加でもOKです（当日先着順）

クリスマス工作会

１２／２３
（金・祝日）

『スノードームとクリスマスの
　　　　　　　　　　ぼうしをつくろう！』



12

しゅくじつ なかよしつうしん 2016年12月号
杉並区立中央図書館
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88

  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

12月のカレンダー

あかちゃん
タイム

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。

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

○おやすみ　１２/１（木）、１２/１５（木）、１２/３１(土)～１/５(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

あかちゃん
タイム

科学あそびの会
10:00～12:00

クリスマス工作会
13:30～15:00

親子映画会
14:00～16:10

★
おやすみ

※12/29( 木 )・30( 金 ) は午後５時までです

子ども映画会
10:00～11:30


