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おともだちがかいた絵え の本ほんは

『手話教室』 （マンガでマスター）

　手話をマスターして、コミュニケー

ションを楽しもう ! マンガパートで

は、手話のさまざまな表現をわかり

やすく紹介。     　

  解説パートでは、マンガパートには

出てこなかった表現を中心に、あい

さつから会話文までくわしく説明。

「この本だいすき！」コーナーに

参加しませんか？

かわした　くるみ

おきにいりの本や、おすすめの本を
しょうかいしよう！

図書館か、学校図書室で申し込んでね！
としょかん もう こ

　ほん

さんか

みなみざわ　ゆうな やまがた　ゆずき

がっこうとしょしつ

しゅわ　　きょうしつ



おすすめの年令マーク

『つくし』
甲斐 信枝／さく

つくし誰のこすぎなのこ。春の野原

ににょきにょき立っているつくし。

つくしの根っこはどうなっているの

だろう。つくしがどの様に成長し、

春になると地面の中から出てくるの

かをやさしくおしえてくれる絵本。

た

ね

えほん 『でんしゃくるかな？』

甲斐 信枝／作

『もしかして…』

おすすめ本

『ちょうちょはやくこないかな』

きくち ちき／作

クリス・ホートン／作
木坂 涼／訳

すべ

ま

こ

片山 令子／文
あずみ虫／絵

『おねぼうさんはだあれ？』

いとう ひろし／作

『うみがめのおじいさん』

※あくまでも目安です。
お子さんが喜んだその時が、
一番ピッタリの年令です。

０、１、２才から ３、４才から

『さくらいろのりゅう』

町田 尚子／作

石津 ちひろ／文
村上 康成／絵

くるかな ? くるかな ? きりんやぞう、

ライオンたちが電車を待っています。

ホームに電車が滑りこんでくると「き

たー!」と、みんな大喜び。そして「ばいばー

い」と、手を振って…。
て　　　　ふ

３匹の子ザルがお留守番。マンゴーの

ところはトラがいっぱいいるので絶対

に行かないようにと言われました。

「えーっと」「もしかして」「もしかして、

マンゴーをちらっと見るだけなら」 3

匹の子ザルはどうしたのでしょうか。

『おにぎり！』

『ぱくぱくはんぶん』
渡辺 鉄太／ぶん
南 伸坊／え

おばあさんが焼いた大きなケーキ。お

ばあさんは「半分残しといてね」と言

い、でかけていった。おじいさんがま

ず半分、次に動物たちが半分ずつ食べ、

ケーキはどんどん小さくなって…。

愛らしいるり色のオオイヌノフグリ

が、ちょうちょを待っています。あ、

きたきた…あれ、そばのタンポポに

いっちゃった。あ、またきた。でも、

れんげにいっちゃった…。

「はるかぜにふかれてたのしいピ

クニック」「リュックにはできた

ておにぎり ! いいにおい」 。みん

なで食べるおにぎりのおいしさ

を伝えてくれる絵本。

ひとりぼっちの娘・コイシは、山の

奥にある泉でりゅうに出会いまし

た。コイシが浜辺で拾ったさくらい

ろの貝をりゅうにあげると、りゅう

はじぶんのあおいうろこをくれまし

た。そのうろこを見た村の男は…。

むすめ

で　 あ

かい

おく

はま  べ 　　  ひろ

でん  しゃ

おお

い

はんぶん　つぎ　　どうぶつ

や

うみがめのおじいさんが波にゆら

れています。おじいさんは、広い

海のすみからすみまで旅をしてき

ました。たくさんの思い出が波の

あいだからあらわれてきて…。

おも　　　で　　　 なみ

なみ

あい

うさぎのミミナちゃんが、冬ごもり

からなかなか起きてこない友だちを

起こしに出かけます。ミミナちゃん

は、おねぼうさんの枕もとに、春の

花の花束をおいていって…。

びき る   す　ばん

ぜったい

ふゆ

おおよろこ

いろ

はる　  　の　はらだれ

お

はんぶんのこ

いずみ  

はんぶん　　　　 た

え  ほん

はる なか でじ  めん

よう

た

ひろ

たびうみ

でん  しゃ

え　ほん

み

いい

びき こ

ちい

とも

まくら

でお

はる

はなたばはな

み　　  むら      おとこ



おすすめの年令マーク

絵 本

『なんでもない』
内田 麟太郎／文 
うえだ まこと／絵 

『にげてさがして』

おすすめ本

『ひばりに』

鈴木 のりたけ／作・絵

『ひびけわたしのうたごえ』
ヨシタケ シンスケ／著

が　 か

し　じん

だ　りん  た　ろう　　  おく　　    し           え　ほん

かみ

新井 洋行／作
嶽 まいこ／絵

くろ

あや

ちょうきち

『すきなことにがてなこと』

『ネコヅメのよる』
アーノルド・ローベル／作
三木 卓／訳

『ふたりはずっと』
町田 尚子／作

５、６才・低学年から 中・高学年から

『みんなとおなじくできないよ』
湯浅 正太／作
石井 聖岳／絵

『つるの家』 安房 直子／作
いもと ようこ／絵

猟師の長吉が嫁をもらった晩、白い着

物で、頭に真っ赤な花を飾った女から

無地の青い皿を渡される。長吉はかつ

て誤ってたんちょうづるを殺してい

た。月日が流れ、年老いて長吉が死ぬ

と、皿につるの模様がうかんできて…。

ネコの秘密、教えます -。町中のあ

ちこちから集まってきたネコたち

が、夜空を見上げて待つものとは…。

人間は知らない、ネコたちの特別な

夜の物語。

しろ　　  きりょう し

よる ものがたり

しにん げん

カラスが黒くてつまらなそう ? 

のろまなカメはいやだって ? 一

日中、太陽の届かない土の中に

いるモグラはかわいそう ? そん

なの、なんでもない。実はね…。

なかたい よう

きみの足は、やばいものから逃げ

るため、それから、きみを守って

くれる人やわかってくれる人を探

して、その人のところへ行くため

についている…。

ひと

あし

障害のある「おとうと」がいる小

学生の「ボク」。おとうとのこと

が好きだけれど、ちょっと恥ずか

しい気持ちもある。そんなぐちゃ

ぐちゃな心と向き合って、「ボク」

がたどり着いた答えとは ? 

は

カロライン・ウッドワード／作
ジュリー・モースタッド／絵

あつ

ぼくは たんぽぽのわたげになろ

う きみが そらへ とばす-。いま、

ひとりでいるあなたへ。画家の

植田真と、絵本作家で詩人の内

田麟太郎が贈る詩の絵本。

うえ　だ　まこと うち

さら　　　　　　　　 も  よう

よめ

ぼくは、スポーツが大好き。だけど、みんな

の前で話すのは苦手。話すのが大好きなり

んちゃんは、動物が苦手…。「すき」も「に

がて」も、ありのままでいい。ちがいが輝く

世界を描く絵本。
せ  かい

かえるくんとがまがえるくんの友情

の言葉と知恵は、何十年もの間、読

者の心に響いてきました。「ふたり

はともだち」から「ふたりはきょう

も」までの４冊の本から抜き出した

名場面と友情の言葉を収録します。

こと  ば

冬の朝早く、スクールバスに乗

るため、長い道のりをひとりで

歩いていく 6 歳の少女。道すが

ら、歌うことで不安を吹き飛ば

し…。

うた　　　　　　　　     　ふ　あん           ふ　　　　と

ゆうじょう

みち

え　ほん さっ　か

にっ ちゅう

つ

しょう がい

こた

まえ はな

えが　　　え　ほん

どう ぶつ

かがや

はな

だい  す

にが　て

つち

み　  あ

ひ  みつ

とくべつ

ふゆ　　　あさ はや

ある　　　　　　　　　　　　    さい        しょうじょ

の

なが　　　みち

に 

まも

ひと　    さが

ひと　　　　　　　　　　　    い

おし まちじゅう

よ  ぞら ま

こころ

がく せい

す

き　 も

む　　  　あ

ちょうきちむ　じ

ばん

もの

ころ

つき ひ　　  なが

あお　　さら　   わた

あたま　　　 ま           か　　     はな        かざ　　　　　おんな  

にが   て

じつ

とど

だい  す

いえ

つき ひ　　  ながつき ひ　　  なが

とし お　　　     ちょう きち　　 し

障がいのあるおとうととボクのはなし
しょう

かしこいちえのことばしゅう

ひび

どくあいだなんじゅうねんち    え

しゃ こころ

さつ

ゆうじょうめい ば  めん

ぬ　    　だほん

しゅうろくこと  ば



ものがたり

『きっちり・しとーるさん 』

おの りえん／作・絵

『きみのなまえ 』 あんず ゆき/作，かなざわ まゆこ/絵 

  近所の林で見かけた、さびしそうな野良犬。

たくとは、家で保護しようと「はり紙」をす

るのですが…。

　ほんとうにあった話をもとにした、１ぴき

の犬と、その「なまえ」にまつわる物語。

今月のおすすめ本

『レ・ミゼラブル』

『 怪盗レッド』　⑪～⑱

北川 佳奈/作，しまざき ジョゼ/絵

『 でんごんゲーム』

宮下 すずか/作，市居 みか/絵 

( 角川つばさ文庫）
秋木 真 / 作，しゅー / 絵 

『 妖怪コンビニで、バイトはじめました。』

『図書室の奥は秘密の相談室 』
　櫻井 とりお／著

　コンビニなのにうす暗い、月夜のよう

な「ツキヨコンビニ」に集うのは、風変

わりなお客さん。

　そこにひとりの少年がまぎれこみ…。

　ビクトル・ユゴー／作

『猫町ふしぎ事件簿』 ②
　廣嶋 玲子/作，森野 きこり/絵 

  猫の相談役になった遠矢は、ある満月

の夜、猫神おまざりさまに呼び出され、

猫と人、両方を幸せにするよう頼まれ…。

　猫たちと猫好きな人が暮らす「猫町」

がぶたいの物語シリーズ。

…。

こん げつ

　しとーるさんは、どこでもいつも、

テキパキ時間どおり。でも、時々きっ

ちりしすぎて、まわりの人からこわが

られてしまうことも。そんなある夜、

しとーるさんは、子ねこと出会い…。

 コアラのモモちゃんがけがをした

らしい。りすのケイちゃんがその話

を友達に教えたら、友達から友達へ

伝わる話が変わってしまって大そう

どうに !   国語が楽しくなる読み物。

令丈 ヒロ子／著

（ 10 歳までに読みたい世界名作 29 ) 

　元囚人のジャン・バルジャンは、

母を亡くした少女・コゼットを守っ

て、正しく生きるとちかいますが･･･。

　「本」が鍵となる相談事を次々に解決す

る図書委員たち。12 ケ月に隠された秘密

を知ったとき…。ラストには思いもよらな

い「まさか」が ! 12 のショートストーリー。

『ぼくに色をくれた 真っ黒な絵描き  』

　家族を失い、ひとりになった 12 歳

のジョアンは、父が働いていた理容店

に引きとられます。まわりから「お父

さんのような理容師になってくれよ」

と言われるたび、そうしなくちゃと思っ

ていましたが…。

『 怪盗レッド THE FIRST  』
ここから、すべては始まった  

　秋木 真 / 著 
 
 

ぼん

きんじょ はやし み の　ら　いぬ

いえ　　　　ほ　ご がみ

はなし

ものがたり

はなし

ともだち おし ともだち

つた はなし か

こくご たの よ　　　もの

ねこ　まち じ　けん　ぼ

ねこ そうだんやく まんげつ

ねこがみ よ　　　　だ

りょうほう　　しあわ たの

く

ものがたり

としょしつ　　　　　おく ひ　みつ　　そう　だん　しつ

かぎ そうだんごと つぎつぎ　　　かいけつ

としょ　いいん か　げつ かく ひみつ

し おも

ようかい

ぐら つきよ

つど ふうが

きゃく

しょうねん

かいとう

じかん ときどき

ひと

よる

こ で　あ

さい よ せかい　めいさく

もと　しゅうじん

はは　　　な しょうじょ まも

ただ い

かいとう ザ　　　　　ファースト

はじ

いろ ま　　　　くろ え　　か

かぞく　　　　うしな さい

はたら り　よう　てん

ひ

り　よう　し



べんきょう

『モノのなまえ事典』
杉村 喜光/文，大崎 メグミ/絵 

プラス・アーツ / 監修

。

『針を使わない手芸』

　ちょうちょむすびがむずかしい子

でも作れるリボン小物、つなぐだけ、

はるだけでできるビーズ小物など、

すぐにチャレンジできる手芸を紹介。

新谷 友里江／監修

『はじめての旬やさいレシピ』春

　井筒 節，飯山 智史，町田 紘太 / 監修 

『「ちがい」ってなんだ？』

　食パンの耳の正式名称、ラーメンどんぶりのまわり

にあるアレ、お寺の鐘のぶつぶつしたアレ、フルーツ

を包んでるアレ…。ふだん見ている「アレ」や、使っ

ている「コレ」のなまえをクイズ形式で紹介する。

『いつもと

 ちがうことがおきたら』

オナー・ヘッド / 文，小林 玲子 / 訳，
小林 朋子 / 日本語版監修 

『つくって役立つ

　    　　防災工作』

はじめての手づくり

『 未来からの伝言』

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

『夢の発電って
　なんだろう？』

『ドラえもん科学ワールド

　乗り物と交通』　障害について知る本

まだある !! アレにもコレにも !

物語をとおして SDGs（持続可能な開発目標）について

　　　　　　　わかりやすく伝えるシリーズです。

SDGs ガイドブック

『水とトイレがなかったら？』

安全な水とトイレを世界中に

『海をこえて

　　虫フレンズ 』

陸の豊かさも守ろう

おはなし SDGs　シリーズ

　Loving moonほか／著

　親の再婚や転校といった変化や、不安へ

の対処法を、かわいい動物の写真を交え、

子どもたちにわかりやすい場面を例に解説。

子どもたちのレジリエンス ( 精神的回復力 ) を高める助
けとなるシリーズ。先生・保護者向けページもあります。

キッズなやみかいけつ  子どもレジリエンス  シリーズ

『不安で

 おちつかないとき』
　オナー・ヘッド / 文，川野 太郎 / 訳，

小林 朋子 / 日本語版監修 

『おやくそくえほん』

高濱 正伸 / 監修，林 ユミ絵 

はじめての「よのなかルールブック」

  みずみずしい春のやさいをじっくり

観察しながら、楽しく調理しよう。

　やさいの選び方から、栄養、保存

方法、下ごしらえまで、料理の基本

がわかるよ。

じ　てん

しょく　　　　　　　　みみ せいしき　めいしょう

てら　　　かね

つつ み つか

けいしき　　　しょうかい

しょうがい

かがく

の　　　　　もの　　　　こうつう

やく　だ

ぼうさい　こうさく

はり　　　　つか しゅげい

て

つく こもの

しゅげい　　しょうかい

こ

しゅん はる

かんさつ たの　　　　　ちょうり

えら　　かた えいよう　　ほぞん

ほうほう した りょうり　　　きほん

せいしんてき　かいふくりょく たか　　　　たす

おや　　　さいこん　　 てんこう へんか　　　　　　ふあん

たいしょほう どうぶつ　　　しゃしん まじ

ばめん　　　れい　　　かいせつ

ふ　あん

エス ﾃﾞィージーズ

みらい でんごん

ゆめ　　　　はつでん

あんぜん　　　　

りく　　ゆた　　　　　　まも　　　　

せかいじゅう　　　

うみ　　　

むし　　　

ものがたり ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ

つた

じぞく　かのう　　　　　かいはつ　もくひょう



ひなまつりの由来は ? お供えの意
味って ? 由来と意味を知れば、季節
の行事はますます楽しくなる。日本
人なら知っておきたい、3 月から8 月
までの「和」の伝統行事と季節の楽
しみを、わかりやすく紹介する。

Let’s enjoy English特　集！

季節やテーマにちなんだ本を紹介するコーナーです。

『WHAT　HAPPENS　NEXT ？』

本がだいすきなおともだちに登場してもらい、すきな本やおすすめの本をしょうか

いしてもらうコーナーです！ ( コーナー参加者募集中！）

★お子さんが赤ちゃんの頃に読んであげた思い出の
　絵本はなんですか？

★現在のお子さんのお気に入り絵本を教えてください。

ルース・ボーンスタイン／さく

いわた みみ／やく

（ほるぷ出版）

松居 直／再話
赤羽 末吉／画

（福音館書店）

やわらかいタッチで描かれた絵が気に入ったのか、 よん
でとよく持ってきた本です。
コロコロ変わる表情が可愛らしい 「ちびちび」 と、
優しい動物たちがたくさん登場する様子を、 いつも
真剣な顔で見聞きしていました。 この本で動物の名
前をたくさん覚えました。 おはなしの最後に一緒にお
誕生日の歌を歌う流れは、 今も変わらずです .

昔話も好きなむすこですが、 鬼が出てくる話には敏感
で、 この本は特に気に入っています。
現代の絵本にはなかなかないような表現や、 昔話なら
ではの話の流れが面白く、 親も楽しく読んでいます。
白黒とカラーのページが交互に出てくるというのも、 子
どもの目を引いているみたいです。 鬼に向けた大工の決
め台詞を、 よく真似しては喜んでいます。

佐藤　楓 くん（４さい）
かえで

『ちびゴリラのちびちび』

『だいくとおにろく』

今月のおともだち

★いつも椅子に座って、じっくり絵本を読んでいる楓くん。本当に絵本が好きなの
がわかります。これからもたくさんの楽しい本と出会ってくださいね。（図書館）

ＳＨＩＮＳＵＫＥ　ＹＯＳＨＩＴＡＫＥ／作

で

えい  ご ばん

そう  じ

し

むかしばなし

か こ　せい

へ 　や

え   ほん

『CD で楽しむえいごよみきかせ絵本１』

鴻巣 彩子／監修・神戸 万知／著

『それいけ、わんちゃん！』

P.D. イーストマン／作・絵
木原 悦子／訳

『「和」の行事えほん１　春と夏の巻　英語版』

高野 紀子／作・股野 儷子／訳

ヨシタケシンスケさんの絵本、「このあ
とどうしちゃおう」の英語版です。死ん
だおじいちゃんの部屋を掃除していた
ら、「このあとどうしちゃおう」と書かれ
たノートが出てきて…。

くるまいぬ

おお　　　　　　いぬ

ものがたり

がっしゅうこく
たの

ゆ　 らい

い　  み　　　   し

　2 歳 4 歳の息子、 そして母の私も絵本が大好きなので、 頻繁に利用させていただ
きお世話になっています。 少し賑やかになってしまうこともありますが、 優しく見守って
くださる職員さんやまちの方々には本当に感謝しています。

英語にかんする本を展示します。 たのしく英語をまなんでみよう！

よみきかせに最適な昔話・名作をわか
りやすい英語でまとめた本です。聞い
て、見て、読んで、英語にふれながら、
個性あふれる絵とともに、おはなしの
世界を想像してみてください。

えい　ご

でん   とうぎょう　じ　　　 　 き     せつ

そう ぞう

さい  てき

せ　かい

ほん

たの

み　　　　　　  よ

き

めい  さく

しょうかい

大きな犬、小さな犬、赤い犬、青い犬。
たくさんの犬たちが、車をとばしていく
先は…。アメリカ合衆国で英語の初級者
のために作られた物語。カタカナなどで
発音をつけた英語と日本語訳を収録。

たの

わ　　　　　 ぎょうじ

そな　　　　　　　 い

しじん

み

わ

に   ほん

き　せつ

さ  とう

え　 ほん

えい　ご えい　ごてん　じほん

えい　ご

え

ちい　　　　　　いぬ あお　 　　いぬあか 　　　いぬ

さき

えい　ご

えい　ご しょきゅうしゃ

つく

はつ  おん に　ほん   ご　やく　　 しゅうろく

はる　  なつ　まき　 えい ご ばん

ゆ　 らい

がつ

がつ
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　SNS やオンライン
ゲームがらみで子ど
もたちが巻き込まれ
た事件を取り上げ、
対策とともに解説。
　スマホに潜むワナ
と安心安全な使い方
もクイズ形式で紹介。

『スマホで子どもが騙される』

お父さん、お母さんへおすすめの本

　佐々木 成三 / 著 　鈴木 文／著
　マドレーヌ（フラ
ンス）、ポテトプディ
ング（ジャマイカ）…。
　旅 す る パ テ ィ シ
エールが現地の人々
から習得した、世界
36 カ国のおやつレシ
ピを紹介。

横山 洋子／著

『こどもおうちあそび大全』『世界のおやつ』
おうちで作れるレシピ100　　 0 ・ 1 ・ 2歳～　才能が大きく育つ !

　からだあそび、食
育あそび、造形あそ
び、絵本あそび…。

「思考力」「粘り強さ」
「挑戦意欲」「自己肯
定感」などを育てる

「おうちあそび」を
紹介。

親の知らない SNS ・ ネットの危険な世界　　

日　時

子ども

募集人数　６人

対　　象　新小５・６年生

図書館の仕事を体験してみない？

５月 22 日（土）

参加者

募 集！

　写真絵本作家　小寺 卓矢　

  スライドトーク  ＆ワークショップ

定 員　15 人

日 時

対 象　幼児・小学生

※幼児は保護者同伴

町内先行受付　４月 18 日（日）～

  写真絵本『いろいろはっぱ』のよみきかせや、

    葉っぱのふしぎ や ひみつの おはなし !

中空知広域市町村圏組合設立 50 周年事業

※応募者多数の場合は、抽選となります。

   さがした葉っぱを スタンプにして、

　 カードや しおりをつくろう！

スライドトーク

ワーク
ショップ

※定員になり次第、申込みをしめきります。

ごご 1:30 ～ 3:30

葉っぱでつくろう！

特別行事
☆くわしくは、ポスター・チラシをみてね！

＊５/22 ～のギャラリー小寺卓矢写真展「いろいろはっぱ＆さくららら」も おたのしみに！

５月９日（日）
10:00 ～ 3:00

なかそらネットのおすすめ本
主催：なかそらち図書館ネットワーク推進事業実行委員会

子どもの本のコーナーで、

展示・貸出しているよ！

　　　　幼児～低学年向けの本を

なかそらち こういき　しちょうそんけんくみあい せつりつ しゅうねん　じぎょう

しゅさい としょかん すいしんじぎょう　じっこういいんかい

よう　じ　　　　　てい　がく　ねん　　む

てん　じ　　　　　　　　かし　だ

とくべつ　ぎょうじ

しゃしん　　　えほん　　　　さっか こでら　　　　　たくや
は

ようじ　　　　　しょうがくせい

町外受付　 ５月２日（日）～

＊定員を少なく設定しているため、町内在住の幼児・小学生を優先に受付させていただきます。

講 師　小 寺 卓 矢 さん

にち じ

たい しょう

こう し

☆さんかしたい人は、おうちの人と そうだんして、早めにもうしこみをしてね！

てい　いん

こ　でら　　　たく　や

しゃしんえほん

は

は

ちょう　ない　　せん　こう　　うけ　つけ

ちょうがい　うけつけ

ていいん　　すく　 　せってい ちょうない　ざいじゅう　　ようじ　　しょうがくせい ゆうせん　　うけつけ

ていいん しだい　　　もうしこ

こでら　たくや　しゃしんてん

申込み
もうしこ

はや

さんかしゃ

ぼしゅう

ぼしゅう　　にんずう

たい　　　　　しょう

にち　　　　じ

しごと　　たいけん

おうぼしゃ　たすう ちゅうせん

一日図書館員募集
いち　にち　　としょ　かん　いん　　ぼしゅう
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新十津川町図書館 新十津川町字中央５３５-１
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【休館日】

火曜～土曜　10：00～18：00

　　　日曜　10：00～17：00

【開館時間】

色のついている日は、おやすみです。

あいている曜日と時間

かい かん   じ    かん

きゅう かん   び

よう び

日 月 火 水 木 金 土

図書整理日

じ  かん

８日(木)・22日(木)

おはなしころりんミニミニ 午前10：30～11：00

親子で楽しむ、赤ちゃん・幼児向けのおはなし会

おはなしのあとには工作もあるよ！

放課後放課後

午後 2：00～２：45

午後 3：00～

おはなしころりん

ぎ

ょ

う

じ

今
月
の
行
事

おはなしタイム
ほうかご

３日（土）・17日(土）

７日（水）・14日（水）・21日（水）・28日（水）

放課後
おはなしタイム

おはなし
ころりん

おはなし
ころりん

おはなし
ころりんミニ

おはなし
ころりんミニ

放課後
おはなしタイム

放課後
おはなしタイム

放課後
おはなしタイム

卒業制作展

新十津川小学校

この春、新小を卒業したみなさんの作品を展示します。

４／１ （木）

    　～２８( 水）

そつ   ぎょう　せい   さく   てん

しん　 と　　つ　かわしょう がっ こう

ギャラリー展示

13：00 ～　　（予定）

古本リサイクル市

３/６（日）（予定）

皆さまからの寄贈本や図書館除籍本
などを提供いたします。

手作り講習会

手作り作品の講習会を予定して
おります。内容はお楽しみに！

6/27 (日)
図書館コンサート

閉館後の図書館で愉しむフルートと
チェロ、ピアノによるコンサート♪

※予定は変更となることもあります。

10：00 ～　　（予定）

（申込み制）

10/2 (土)（予定）

５/22 (土)
１３：３０～１５：３０（予定） １７：１５～（予定）

一日図書館員体験

対象は町内小学生５・６年生です。
カウンターや本探し、図書展示などに
挑戦してもらいます。

大人の図書館講座
ファミリーヒストリーの調べ方

図書館からのおはなしのプレゼント☆サンタさんも登場！？

この他、春・夏・冬の長期休みに特別上映会を予定しております。

おはなしころりん

図書館の中や外で、楽しい催しがいっぱい！

大阪のプロ人形劇団による人形劇公演です。

（申込み制）

5/９（日）
青空図書館

（申込み制）
写真絵本作家の「小寺　卓矢さん」が
やってくる！

クリスマススペシャル

小寺卓矢スライドトーク
　＆ワークショップ

12/4（土）

2021年度　図書館特別行事予定

8/22 (日)

１0：30～（予定）
9/19 (日)

クラルテ人形劇団
人 形 劇 公 演

１0：30～（予定）
11/14 (日)
ご先祖様はどこまでさかのぼれる？
ファミリーヒストリーの調べ方を紹介！


