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２

『こどものなかま』

ペンギン、クラゲ、クジラ、カラス。こどもがいろんな

なかまに出会ってあそび、わかれていきます。さいごに

見つけたなかまとは…。なかまとすごす、きらめくよう

な時間をえがいた絵本。

ヨシタケ シンスケ／作

PHP研究所　 

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『なつみはなんにでもなれる』

レイン・スミス／作

青山 南／訳

ＢＬ出版

ＥＲ（あかのラベル）

もうすぐねる時間。なつみは、すごくいいことを

思いつきました。それは、なつみが何かのマネを

して、それをお母さんが当てるゲームです。なつ

みはさっそく、ゲームをはじめ、いろいろなもの

のマネをしていきます。

み

　　　　　　　　　　　　　　　じかん

おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なに

　　　　　　　　　　　　　　　　　かあ             　　　　   あ

であ

じかん　　　　　　　　　　　　　  えほん

３

おはなしかいのスタンプと

スタンプカードがリニューアル！

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

おはなしかい、さんかしたことある？スタンプとスタンプカード

がリニューアルしました。

おはなしかいにさんかするとスタンプが１こおせます。

スタンプが１０こあつまると、プレゼントがもらえます♪

スタンプカードのひょうし

どうぶつさんは、なんのほんを
よんでるのかなぁ？

＜おはなしかい＞
児童コーナー「おはなしのへや」

◎水ようび　午後3時～　

◎日ようび　午後 2時３０分～

※だい１・３（水）は、おはなし

　ボランティア「３つのりんご」の

　よみきかせです。

スタンプ



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★

『ゆきのまちかどに』 

少女フランシスは、オルガンひきのろうじん
が　いてつくようなろじょうで、こざるととも
に夜を明かすことを知り、心をいためます。
クリスマスの日、フランシスは自分がてんし
やくで出るげきを見に来てほしいとろうじ
んを教会へさそいますが…。

ケイト・ディカミロ／作

ポプラ社

ＥＲ（あかのラベル）

つく

 たの

 そと　　　で

しょうじょ

　

     よる　　あ　　　　　　　　　し　　こころ　　　　

　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　じぶん

　　　　　で　　　　　　　  み　  　き

　　　きょうかい

５

『ゆきだるまの
　　　　メリークリスマス』 

3人ぐみのさむがりのゆきだるまたちは、
おなかがすいたので、レストランに入りま
した。でも、とけてしまいそうになって…。
とてもさむいクリスマスの夜の、心あたた
まるお話。

　

ヴォルフラム・ヘネル／作

文溪堂

EＲ（あかのラベル）

にん                                                         　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる　　こころ　　　　     　　 

 　　　 はなし

あけましておめでとう。あたらしい一年がはじまるよ。どん

なたのしいことがあるかな。ワクワクするね。ことしもげん

きにがんばろう！

ゆきがふったらなにをする？

ゆきだるまを作ったり、ゆきがっせんしたりソリであそんだ

り、ふだんできないことができてとっても楽しいよ！ゆきが

ふったら外に出てあそんでみよう！

ゆき
いちねん

『おもちのきもち』

かがくい ひろし／作・絵

講談社　

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

桜井 信夫／作

赤坂 三好／絵

教育画劇　

EＹ（きいろのラベル）

『せつぶんだまめまきだ』
さくらい　　のぶお

あかさか　　みよし

むかし、冬から春へときせつがかわる
ころに、人びとはまめをまき、いわしを
やいて　その頭をヒイラギのえだにさ
して、わるいおにを　おいはらうことを
はじめました。そんなせつ分のぎょうじ
のゆらいをお話で。

　　　ふゆ　　　 はる

　　　ひと

　　　　　　　 あたま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       　　　　　　　　　　　　　　  ぶん

　　　　　　　はなし

→

しょうがつ せつぶん

おもちだって、いろいろなやみがあるん
です。きょうだいたちは、にんげんにたべ
られてしまうし…。そこでわたくし「かが
みもち」は、お正月、とあるけっしんをし
ました! びっくり、めでたい、の「おもちワ
ールド」へ出発。

 　　　　　　　　　しょうがつ

　　　　　　　　　 

　　　　　　　しゅっぱつ



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１／１８
（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

申込み：不要。直接会場にいらしてください。　

　『グリックの冒険』

１／２８
（土）

時間：午後1時～２時２５分（開場：午後０時30分）　　

日本アニメーション 100 周年記念 16 ミリ映画会

1981 年日本　監督 /西牧秀夫　制作 /スタジオ古留美

６

原作：斎藤 惇夫

会場：地下 視聴覚ホール

定員：各50名（当日先着順）　

　『ガンバと７匹のなかま　冒険者たち』

時間：午後２時３５分～３時40分

1984 年日本　監督 /出崎　統　制作 /東京ムービー新社

(★上映途中の出入り自由★）

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ます！！

冬やすみ読書チャレンジ

１２月２３日 ( 金） ～１月９日 ( 月）

やってるよ！
どくしょ

「第１３回すぎなみ　本の帯アイデア賞」
　　　　　　　　　　　　　入賞作品を展示します！

１月１６日（月）～１月２２日（日）

「お気に入りの一冊に帯をかけて、家族や友だちにすすめてみよう！」とい

う図書館からの呼びかけで始まった「すぎなみ本の帯アイデア賞」は、今回

もたくさんの応募をいただきました。

　小学生、中学生の力作648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」「審査会長特別賞」「アイデア賞」に

20点のすばらしい帯作品が選ばれました。

　楽しい入賞作品を展示しています。ぜひご覧ください。

場所：１階ＣＤコーナー横　特別展示コーナー
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１月のカレンダー

あかちゃん
タイム

 ★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　１/１（日）～１/５（木）、１/１９（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
赤ちゃんおはなし会
1１:00～1１:４０

子ども映画会
13:00～15:40

おやすみ おやすみおやすみおやすみおやすみ


