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２

『てのりにんじゃ』

もしも、あなたの家に、てのりにんじゃが きたら、どう

したらいいか、知っていますか? ある男の子と、その子

の家にやってきた、てのりにんじゃとの 不思議な生活。

くすっと笑えて、ちょっと切ない 友情物語。

加古 里子／作

福音館書店 

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

『だるまちゃんしんぶん』

山田 マチ／作

北村 裕花／絵

ひさかたチャイルド

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

きせつの ニュースや、なぞなぞ、ことばあそびな

ど みりょくてきな 記事がつまった「だるまちゃん

しんぶん」。ごあいさつと 主な記事を 紹介した4

ページと、見返しの ふうとう の中に新聞4枚が

入っています。
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ゆうじょう　ものがたり

３

クリスマスこうさく会

スノードーム☆パーティぼうし

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

スノードームとぼうしをつくりました♪

そりにのって
よぞらを
とぶぞ～！

※びんのなかは、水のりと水だよ。

　つくってみてね♪

みず　　　　　　みず

プレゼントが
あるよ

スノードームと
本のカード！
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ヒ

ひなまつり
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★

『すっきゃわん！』 

ぼくは 犬のスクート。いっつも サリーといっ
しょやわん! 犬のスクートは ある日、とんで
いる ききゅうを、自分の赤いボールだと か
んちがいして、へいを こえて おいかけて い
ってしまい…。かんさいべんで ほんやくし
た、犬と人間のゆうじょうをえがいた絵本。

エド・ボクソール／文・絵

長谷川 義史/訳

世界文化社

ＥＲ（あかのラベル）

ほん

 よ

『ハルとカナ』 

どうして女の子は 女の子で、男の子は男
の子で かたまるのかな。ふしぎだね-。
ひこ・田中とヨシタケシンスケがおくる、小
学2年生の ハルとカナに めばえた 小さな
小さな恋のものがたり。

ひこ・田中／文

ヨシタケ　シンスケ／絵

講談社

９１３ヒ（児童コーナー）

もうすぐ３月3日、ひなまつり（桃の節句）です！

みんなのおうちではどんなおひなさまをかざりますか？

図書館ではひなまつりをテーマにしたいろんな本を集めてみ

ました。ぜひあなたのおひなさまとくらべてみてください。

みんなの スキなもの ってなあに？たべもの、あそび、おと

もだち…。いっぱいあるよね。「スキ」な本を いろいろあ

つめてみました。読んでみてね！

スキ
せっくもも

としょかん ほん あつ

こ『おどれ！ひなまつりじま』

垣内 磯子／文

松成 真理子／絵

フレーベル館　

ＥＣ（ちゃいろのラベル）

計良 ふき子／文

相野谷 由起／絵

ひさかたチャイルド　

EＣ（ちゃいろのラベル）

『おばあちゃんのひなまつり』

かきうち　　いそこ

まつなり　　まりこ

けら　　　

あいのや　　　　ゆき

たなか

はせがわ　　　よしふみ

ひなまつりを いっしょに すごす はずの
まごが 来られなくなってしまった おば
あちゃん。そこへ、見おぼえのない 女の
子があらわれました。おばあちゃんが 女
の子といっしょに 歌を歌いだすと、見し
らぬ子どもたちがつぎつぎとあらわれて
…。

　きょう
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ごにん

今日は、ひなまつり。何やら においに さ
そわれて、山から やまんば やってきた。
さあさあまつりをやろうじゃないか! 
ねている五人ばやし を たたきおこし、
三人かん女にダンスをおどらせ、やまん
ば も いっしょに おどり出すうち、家のみ
んなが おきてきて…。
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楽しみながら科学を学ぼう！

科学あそびの会２／２５
（土） 『ニワトリと虫』（じしゃくを使った遊び）

時間：午後２時～４時

会場：地下視聴覚ホール

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　※事前の申し込みが必要です

２／１１
（土） 原作：手塚治虫

上映作品：「誕生」「約束」ほか（1989 年作品）

日本アニメーション 100 周年記念 16 ミリ映画会

　『ジャングル大帝・パート１』

時間：午後１時～４時（開場：午後０時30分）　

会場：地下 視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）

６

※「ジャングル大帝・パート２」は３/４(土 )上映予定です！

７

中央図書館　特別整理（蔵書点検）による

臨時休館のお知らせ

２月１３日（月）～２月１７日（金）

利用者のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、休館日に

ご注意のうえご利用くださいますようお願いいたします。

期間中、中央図書館は休館になります。本の返却は、ブックポ

ストをご利用ください。杉並区内の他の図書館の利用者用端末

機、図書館ホームページからのリクエストは、通常どおり受け

付けていますが、中央図書館のみ所蔵の図書等については、ご

用意するまでに時間がかかりますので、ご了承ください。

↑この間、中央図書館はお休みです。

本を返すときは、ブックポストに入れてください。

お休み中はかりることができないので、読みたい本が

あったら、お休みのまえにかりてね！

ちゅうおうとしょかん やす

ほん かえ い

やす ちゅう よ

やす

あいだ
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２月のカレンダー

 ★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　２/２（木）、２/１３（月）～２/１７（金）
　　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

科学あそびの会
14:00～16:00

16ミリ映画会
13:00～1６:00

おやすみ

★

あかちゃん
タイム

おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ


