
福津市立図書館 子育て応援マガジン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖｏｌ．６ 

ピックアップこの１冊 

妊娠中の方・子育て中の方はもちろん、 

「今の育児ってどんなの？」と気になるベテランの方まで、 

子どもに関わるみなさんへ、役立つ情報をおとどけします！ 

 

ある日、ぼくが見つけた不思議なはこ。 

のぞいてみると・・・なんと、中にはサンタさんが！！ 

ベッドのしたに隠したサンタさんのはこを、ぼくは何度も何度も見に行きます。 

サンタさん、いま何をしてるんだろう？ 

いつぼくのところに来てくれるのかな？ 

サンタさんを心待ちにするワクワク感がたまりません。 

クリスマスを前にしたこの時期に、是非読んでみてください！ 

2022 年１２月号 

『クリスマスのふしぎなはこ』 

長谷川摂子∥ぶん 斎藤俊行∥え  

福音館書店 

サンタさん、 

待ちきれないよ！ 



 

貸出中の本は予約できます！詳しくはお尋ねください。 

 

 

♪どっちん かっちん♪『０・１・２歳児の手あそび＆ピアノ伴奏』（阿部直美編著／中央法規出版）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ママヌマ ママになったら沼でした』 

しりひとみ∥著／大和書房 

『親子の「どうしても起きられない」をなくす本』 

木田哲生・三池輝久∥著／イースト・プレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ふゆのコートをつくりに』 

石井睦美∥文、布川愛子∥絵／ブロンズ新社 

『おおきいかさ』 

ｴｲﾐｰ･ｼﾞｭｰﾝ･ﾍﾞｲﾂ、ｼﾞｭﾆﾊﾟｰ･ﾍﾞｲﾂ∥作／化学同人 

新着図書 

 

あそんでみよう！わらべうた 

妊娠を皮切りに、それまでま

ったく知らなかった世界に

放り込まれた！怒濤の毎日

に体力的、精神的にしんどく

なりつつも、刺激的で面白く

て、かわいくて、もう産前の

生活には戻れない。そんな

「沼」のような日々を綴った

育児エッセイです。 

新しく図書館の蔵書に加わった本の中から、一部をご紹介！ 

１．どっちんかっちんかじやのこ 

  足を延ばして子どもを膝に乗せ、向き合います。 

  子どもをしっかり支え、膝を曲げ上下に揺らします。 

睡眠を改善すれば、子ども

が元気になり、不登校も改

善できる！「なんだか機嫌

が悪い」「勉強に集中でき

ない」…こんな悩みには、

実は睡眠が大きく関係し

ています。教育学×医学で

分かった「親子の睡眠のヒ

ント」を教えます。 

雪の降る朝、お外で遊びた

いサキちゃんですが、コー

トの準備がまだです。お母

さんの昔の赤いコートを

仕立て直してもらおうと、

ミコさんのお店に向かい

ました。ミコさんは森で評

判の仕立て屋さんです。 

ここに、かさがひとつ。

おおきいかさです。やさ

しいかさです。でも、あ

るのはたったひとつ。だ

れがはいったらいいの

でしょう？どんなとき

も、みんなの場所がある

ことをやさしく伝える

絵本です。 

２．はだかでとびだす ふろやのこ 

  子どもを前後に押したり引いたりします。 

３．どっしーん 

  足を開き、子どもをそっと足の間に 

  落とします。 



 

 

    

木曜おはなし会０・１・２（２歳児以下）      日曜おはなし会（３歳児以上） 

１２／８（木）、１／１２（木）、２／９（木）    毎週日曜日１５：００～１５：３０ 

１１：００～１１：２０ 

    お日さまのうたサークル おはなし会       ふくつ語りの会 おはなし会 

     １２/１０（土）、１／１４（土）、２／１１（土）  １２/１７（土）、１／２１（土）、２／１８（土） 

     １５：００～１５：３０              幼児～小学校低学年 １４：００～１４：３０ 

                              小学生～大人    １４：４０～１５：１０ 

    福間津屋崎子ども劇場「おはなしの国」おはなし会 

     １２／１５（木）、１／１９（木）、２／１６（木） 

     １１：００～１１：３０ 

 

    親子映画会「新美南吉傑作童話集」       「年賀状展」の作品を募集します。 

   とき １２／１０（土）１４：００～（５１分）      期間 １２月２７日（火）まで 

     ※受付は１３：４５～               展示期間 令和５年１月５日（木） 

   ところ 福津市立図書館２階視聴覚室                   ～１月９日（月・祝） 

   定員 先着４０人（参加無料）  

                               本の福袋 

     クリスマスおはなし会            とき 令和５年１月５日（木）１０時～ 

   とき １２／２４（土）１４：００から             ※無くなり次第終了 

   ところ 福津市立図書館                ところ 福津市立図書館 

   おはなし会のほかに、簡単な工作も行います。     大人用５０袋、子ども用５０袋用意します♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多目的トイレ（おむつ替えシート、ベビーキャッチ付）があります。 

図書館利用カードは、０歳から作れます！！ 

図書館利用カード申込書に必要事項を記入して、身分証明書（赤ちゃんは保険証や母子手帳など）と一緒にお

持ちください。１枚のカードで、市立図書館とカメリアステージ図書館の両館が利用できます。 

                      

 

◁児童書コーナー 

イベント 

施設案内 

おはなし会 イベント 

ベビーカー 

３台あります 

授乳は対面朗読室を 

ご利用ください 

△おはなしのへや 

読み聞かせにご利用いただけます 

本や雑誌、紙芝居など 期間内に読み切れる冊数 

CD・DVD      合わせて２点まで 

１５日間借りることが出来ます♪ 

赤ちゃんから！ 

※ご希望の方はお声かけください 



 

 

 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

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  

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  

カレンダー 

休館日（市立図書館） 

木曜おはなし会０・１・２ 

１１：００～１１：２０ 

日曜おはなし会 

１５：００～１５：３０ 

お日さまのうたサークル おはなし会 

１５：００～１５：３０ 

福間津屋崎子ども劇場おはなしの国 

おはなし会 １１：００～１１：３０ 

ふくつ語りの会 おはなし会 

幼児～小学校低学年 １４：００～１４：３０ 

小学生～大人    １４：４０～１５：１０ 

 

開館時間 １０：００～１８：００ 

あとがき 
カレンダーを見るたびに、「もう○○日？」と驚く日々が続いています。初正月、初節句、保育園入園や職場

復帰、初誕生など、あっという間に過ぎ去った一年でした。子育てをしているとままならないことも多いけれ

ど、日々成長する姿はまぶしく、月日の流れが愛しく感じられるようになりました。（橋爪） 

 

福津市の図書館 

福津市立図書館 
〒８１１－３２１７ 

福岡県福津市中央１丁目１番２号 

℡ ０９４０－４２－８０００ 

Fax０９４０－４２－８１１８ 

開館時間 １０：００～１８：００ 

休館日  毎週月曜日（祝日の場合は翌平日） 

     毎月最終木曜日 

     年末年始・特別整理期間 

カメリアステージ図書館 
〒８１１－３３０４ 

福岡県福津市津屋崎１丁目７番２号 

℡ ０９４０－７２－１２０７ 

Fax０９４０－７２－１２１０ 

開館時間 １０：００～２０：００ 

休館日  毎週火曜日（祝日の場合は翌平日） 

     毎月最終水曜日 

     年末年始・特別整理期間 

最新情報は HPをチェック！ 

バックナンバーはこちら！→ 

１月 


