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12月の展示 

12 月の企画コーナー 

テーマ「クリスマス」 

 

松居直コレクションギャラリー 
こどものとも 17 号  
『もりの むしたち』 
三芳 悌吉/作・画  福音館書店 

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：12 月 3 日（日） 

10：30～10：50 

 

☆毎月 23 日はこまつ市民読書の日 

・よんでよんで 

日 時：12 月 23 日（土・祝） 

    10：00～16：00 

  

いずれも 場 所：空とこども絵本館 

     対 象：どなたでも 

小松市立空とこども絵本館 
・住 所  :小松市小馬出町 10 番地 3 

・T E L :0761-23-0033（Fax:0761-23-5122） 

・E-mail   :bookrin@city.komatsu.lg.jp 

・U R L :www.city.komatsu.lg.jp/ 

soratokodomoehonkan/ 

赤ちゃんから大人までどなたでも入館できます。 

小学生までは保護者同伴をお願いしています。 

…ブックスタート 

12 月のイベント 

12 月のカレンダー 

☆チョークでお絵描きは、土・日・祝 10：00～16：00 に実施します☆《天候を見ながらの開催です》 
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冬本番！クリスマスや冬休みと楽しいことがいっぱ

い。絵本館ではクリスマスおはなし会があります。 

ぜひご家族いっしょにお楽しみ下さい！ 

☆ひと足早い赤ちゃんの 

クリスマスおはなし会 

日 時：12 月 10 日(日) 

    10：30～10：50 

場 所：絵本館 1 階 

♪歌やパネルシアターなど。 

親子で楽しいひとときをご一緒に！ 

 

☆クリスマスおはなし会 

日 時：12 月 23 日(土・祝) 

    10：30～11：30 

場 所：絵本館ホール夢の本棚 

対 象：3 歳以上の子とその保護者 

※12/1～申込み受付開始。定員 80 名 

♪人形劇や歌と、クリスマスのお話を 

お楽しみ下さい。 

…よんでよんで 開館時間… 9 時～17 時 

☆ブルーナ展《松居直コレクション P 主催》 
日 時：12/２(土)・3(日)・9(土) 

     10：00～15：00 
場 所：絵本館ホール夢の本棚 
♪「うさこちゃん」の生みの親、ブルーナ
さんの作品や版画、写真等を展示します。
クイズや写真コーナーでお楽しみ下さい。 

 



 

 

 

 

 

福音館書店 

☆むかしあそび 

  日 時：1月 8 日（月・祝） 

      10：00～15：00 

  場 所：絵本館 1 階 

対 象：どなたでも 

♪むかしあそびにチャレンジ 

してみよう！！ 

『～おおきなクマさんとちいさなヤマネくん 
～ふゆじたくのおみせ』 

「もりが あかや きいろに いろづくこ
ろ クマさんの ポストに てがみが と
どきました」 それはなんと冬支度のお
店から！秋が冬へと変化する森の様子
と動物たちのそれぞれの冬支度の様子
に心が温まります。 

☆絵本館からのお願いです☆ 

 絵本館では、職員が可能な限り補修していますが、補修が難しいと思われた時には同じ絵本を購入していた
だくようにお願いすることもあります。絵本館の絵本はみんなの絵本です。絵本館での閲覧と同じように、 
ご家庭でも家族の方が付き添って読んであげてください。 
 利用してくださる方皆様が楽しめるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 
＊もし破れてしまった場合は、そのままお持ちください。（セロテープ等は貼らないでください） 

 

 

1 月のイベント 

3.4.5歳 0.1.2歳 

今月のおすすめ 

「のはらうた」 

くどうなおこ詩集 

『版画のはらうたⅠ』 

童話屋より 

ふくだ じゅんこ/絵 

グランまま社 

『ふわふわ、ぽかぽか』 
かたい、やわらかい、軽い、冷た

いなど、手や肌・体で感じる感覚

を様々な擬音語で紹介します。か

わいい動物と共に繰り広げられる

擬音語の楽しさが、言葉と感覚の

世界をリズミカルにつなぎます。 

たしろ ちさと/作・絵 

フレーベル館 

ふくざわ ゆみこ/作 

福音館書店 

こいで やすこ/文 

福音館書店 

今月のおすすめ絵本 

☆日曜あさのおはなし会 

日 時：１月 7日（日） 

      10：30～10：50 

 

☆こまつ市民読書の日 

・定例おはなし会  

「いぬ かわいいね」 

日 時：1月 23 日（火） 

    10：30～10：50 

 

・よんでよんで 

  日 時：1月 23 日（火） 

      10：00～16：00 

   

『おうちへかえろ』 

「帰る」というと寂しい気持ちに

になってしまいますが、帰った先

には温かい家族が待っている。一

日の終わり。お布団に入って子ど

もに読んでいるうちに大人もほっ

と癒される絵本です。 
三浦 太郎/作・絵 

童心社 

伊藤 美貴/作・画 

教育画材 

『しーっ』 
「しーっ、しずかにしてくださー

い」と動物たちが言います。 

うさぎさんが小鳥さんに、小鳥さ

んがりすさんに、りすさんがぶた

さんに…そーっと耳打ちします。

「なぜかっていうとね…」その理

由に思わずみんなにっこり。 

『ゆきのひのゆうびんやさん』 
風邪をひいてしまった郵便配達のう

さぎさんにかわって、３匹のねずみが

配達に出かけました。ところが外は大

雪で…。お届け物と一緒に心を届ける

３匹に、誰かのために頑張る強さと優

しさを感じる１冊です。 

『さむいときにはね』（紙芝居） 

ひょうくんとライオンくんはとっ

ても寒がり。たくさん着込んでお

外に出かけますが…。寒い時こそ

お外に出て元気に遊ぶ楽しさが伝

わります。 

子どもは風の子元気な子♪ 

★★年末年始のお休み★★ 

年末年始は、 

12/29(金)～1/3(水)まで休館

いたします。 

新年は、1/4（木）より開館と 

なります。 

よろしくお願いします。 


