
福津市立図書館 子育て応援マガジン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖｏｌ．２ 

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！ 

 

『今日』 

  伊藤 比呂美∥訳  

下田 昌克∥画 

福音館書店 

子育てに 

奮闘する 

お父さん・お母さんへ！ 

「今日、わたしはお皿を洗わなかった」。「ベッドはぐちゃぐちゃ」。 

人に見られたらなんて言われるかな？———「今日一日、何をしていたの？」 

だいじょうぶ、だいじょうぶ。 

わたしはちゃーんとやってるよ？ 

ニュージーランドの子育て支援施設の壁に貼ってあった１つの詩を基に作られた本です。 

毎日の子育て、本当にお疲れ様です。 

ちょっと一息、ついてみませんか。 

2022 年8 月号 



 

貸出中の本は予約できます！詳しくはお尋ねください。 

 

 

♪うえからしたから♪『乳幼児おはなし会とわらべうた』（落合美知子著／児童図書館研究会）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『一緒に生きる 親子の風景』 

東直子／著 福音館書店 

『ふくおか子育て BOOK２０２２』 

シティ情報ふくおか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『へんてこはやくちことば』 

新井洋行／作・絵 小峰書店 

『にらめっこしましょむっしっし よくみかけるむしたち』 

よこたいくこ／ぶん，よこたきょうご／え 金木犀舎 

新着図書 

 

あそんでみよう！わらべうた 

子育ての大変さと面白さ

を経験した歌人・作家の著

者が、当時の自分に語りか

けるように、そっと寄り添

うように綴る子育て論。

「子育てをしている自分

自身をもっと大切にして

ほしい」、そんなメッセー

ジが込められています。 

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！ 

♪ 布を上下にふって風をおこしてあそびます。 

ねんねの子は顔の上で、 

おすわりや、あんよの子は頭の上で布をふわふわさせましょう。 

最後に布から手を離してかぶせたりしても◎ 

手探り状態の子育て。い

ざというときに頼りに

なる施設の情報がまと

められています。福岡市

内で子育て中の先輩た

ちの座談会も載ってい

ます。子どもと過ごす宝

のような時間を楽しみ

ましょう。 

電車や駅をあらわすマー

クや、進んだ先に信号があ

ることを知らせるマーク。

街にあふれるマークとい

っしょに、へんてこはやく

ちことばを言ってみよ

う！マークへの興味がわ

く絵本です。シリーズ既刊

『へんてこたいそう』もあ

ります。 

「このかおは  だーれ

だ？」てんとうむしにだん

ごむし、とんぼなど、身近

な虫の顔って、どんな顔だ

ろう？大きく描かれた顔

を見て、どの虫かあてよ

う！正解のページを開く

と、どんな虫かを教えてく

れます。 



 

 

    

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） 

８／１１（木）、９／８（木）、１０／１３（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 

     ９／１０（土）、１０／８（土）         ８／２０（土）、９／１７（土）、１０／１５（土） 

     １５：００～１５：３０ ※８月はお休み      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 

     ８／１８（木）、９／１５（木）、１０／２０（木） 

     １１：００～１１：３０ 

 

    講座「親子でラジオを作ろう！」       「子ども絵画教室」（読書感想画を描きます） 

    とき ８／２１（日）１０：１５～１２：００ とき ９／１７（土）鳥井正夫先生 

    ところ 福津市立図書館２階研修室         ９／１８（日）佐々木綾さん・北有沙さん 

（福教大美術専攻） 

    講師  電波適正利用推進委員           １０：１５～２時間程度 

    対象  市内在住の小学生          ところ 福津市立図書館２階研修室 

    定員  １５人（要保護者参加）       対象  市内在住の中学生まで 

    申込  市立図書館窓口もしくは電話     定員  各日先着２０人 

申込  ８／２７（土）１０：００～ 

                              市立図書館窓口もしくは電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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！ 

（TORII絵画造形教室主宰） 

「読書感想画展」（２階ギャラリーにて） 

１０／２８（金）～１１／６（日） 

 



 

 

 

８月                        ９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    

１０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  

カレンダー 

休館日 

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 

※８月はお休みです。 

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 
怖い絵本、好きですか？怖いけど気になる、気になるけどやっぱり怖い…怖いお話には、不思議な魅力があ

るようです。図書館には、赤ちゃん向けのおばけのおはなしから、大人が読んでもぞっとするものまで、たく

さん怖い絵本があります。この夏、ご自宅で「こわいおはなし会」、してみませんか？（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！→ 


