
 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生の部 

最優 

秀賞 

雲のひみつの大研究 3年 阿蘇
あ そ

 菜
な

月
つき

 

知っておきたい意外な地名の由来 5年 坂上
さかがみ

 奏斗
かな と

 

 

優秀賞 

わたしのひまわりずかん 1年 河部
かわ べ

 花
か

蓮
れん

 

花火のひみつ 2年 岡田
おか だ

 明都
みん と

 

クワガタのかんさつ 4年 田中
たな か

 瑶
よう

大
だい

 

図書館 

特別賞 

川に住む生き物 4年 鴫原
しぎはら

 秀
しゅう

 

道路が出来るまで 6年 鈴木
すず き

 大貴
だい き

 

 

奨励賞 

とりのくちばし 1年 花野
はな の

 真
ま

悠
ゆ

 

きみとしろみのけんきゅう 2年 岩船
いわふね

 小夏
こな つ

 

はじめての新幹線 3年 岡崎
おかざき

 千尋
ちひ ろ

 

星のひみつをさぐる！！ 4年 上原
うえはら

 咲乃
さき の

 

マヨネーズをつくってみよう 5年 橋口
はしぐち

 涼
すず

菜
な

 

色々なカエルを飼ってくらべてみました 6年 小川
おが わ

 竜
たつ

輝
き

 

スイカについて 6年 小川
おが わ

 陽
ひ

向
なた

 

福神漬けについて 6年 関根
せき ね

 侑生
ゆ う

 

赤シソについて 6年 永井
なが い

 陽
よう

 

中学生の部 

奨励賞 酸の性質 1年 鳥井
とり い

 晴
はる

菜
な

 

効率よく野菜をとろう！ 2年 関元
せきもと

 柚依
ゆ い

 

順位 タイトル 作者 回数 

1 コンビニ人間 村田沙耶香 123 

2 羊と鋼の森 宮下奈都 119 

3 危険なビーナス 東野圭吾 103 

4 海の見える理髪店 荻原浩 95 

5 天才 石原慎太郎 93 

6 陸王 池井戸潤 87 

7 希望荘 宮部みゆき 84 

8 人魚の眠る家 東野圭吾 77 

9 坂の途中の家 角田光代 69 

10 ポイズンドーター・ホーリー

マザー 

湊かなえ 67 

11 月 12 日に「図書館

を使った調べるコンクー

ル」の表彰式が行われま

した。図書館では応援講

座や夏休みの相談会など 

作品作りの拠点の場としてみなさんの作品作りを応援して

きました。今年で第２回目となる今回は、前回よりも多い

313 点の応募があり、その中から、最優秀賞 2 名、優秀賞

3 名、図書館特別賞 2 名、奨励賞 11 名の計 18 名の子ど

もたちが受賞となりました。受賞者の皆さま、ご受賞おめ

でとうございます。 

当日の受賞式には、教育長や生涯学習課課長をはじめ、学

校関係者や保護者の方々にご出席いただきました。各賞の

受賞者は右の通りです。また、上位の最優秀賞と優秀賞作

品につきましては、全国コンクールへ推薦させていただき

ます。ご協力をいただきました皆様、誠にありがとうござ

いました。 

12/1(木)  ・おはなしの国たんぽぽ 

午前１１時～(１歳～４歳) 

12/10(土) ・英語おはなし会 

午前１１時～(０歳～小学生) 

  ・読書情報誌「ＹＡ’’’!」第４回編集会議 

午後３時～６時 

12/16(金) ・赤ちゃんおはなし会 

午前１１時～(３ヶ月～１歳) 

12/17(土) ・音楽講座 「ジャズの魅力」 

午後２時３０分～４時３０分 

場所：おあしす多目的ホール 

対象・定員：一般 １５０名 

12/24(土) ・おはなしの国ひまわりスペシャル 

       午前１１時(４歳～小学生) 

12/26(月) ・冬休み子ども映画会 「ホートン」 

午前１０時３０分～１２時 （８６分） 

場所：おあしす多目的ホール 

定員：児童１００名 
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◆市立図書館 

日時：１月１５日(日)午後２時～３時半 

場所：おあしす多目的ホール 

 ◆旭地区センター 

日時：１月１４日(土)午後２時～３時半 

場所：旭地区センター２階和室 

 

  

 

申込は 12月 1日(木)～ 

市立図書館カウンター 

もしくは電話 

☎048-984-1888 

 

YA 「あっ！おもしろい」 

図書館って、固い本ばかりでしょ？難しい本はちょっ

とね～と思っているそこのあなた！実は、図書館には

ちょっぴり変わっていておもしろい本があるんです！

そんなちょっぴり変わった本だけを集めました。 

図書館のイメージ変わります。 

児童『 Happy クリスマス＆おめでとう！とり年』 

♪ジングルベル ジングルベル すずがなる～ 

たのしいクリスマスの本がいっぱい！ 

来年はとり年、にわとりやヒヨコ、 

お正月の本もあつめました。 

赤ちゃんと一緒にクリスマス音楽会♪ 

日にち：12月 16日（金） 

時 間：午前 11時～20分程度 

場 所：図書館のおはなし室 

対 象：3ヶ月から 1歳までの赤ちゃんと保護者 

★予約なしです。お気軽にご参加ください。  

今年も残り少なくなりました。３階一般特集は、今年の

総決算『今年出版された作品』です。読みそびれていた本

はありませんか？予約がたくさん入っていてあきらめた

本はありませんか？どうぞこの機会を逃さずに！ 

らいぶらりーおはなしかい 

☆クリスマススペシャル☆ 

12月 21日（水）午前 11時から 申込み不要 

サンタクロースが来るかな？ 

読書サロン～お茶を飲みながら～ 

『ストーリーセラー』有川 浩 

日時：12月 11日（日）午後２時～４時 

場所：視聴覚ライブラリー４階多目的室 定員：10名 

申込：電話・視聴覚ライブラリーへ ☎ 981-8113 

  

 

申込：電話または視聴覚ライブラリーへ☎ 981-8113 

1年で１番ドキドキワクワク、なんだか 

そわそわするシーズンがやってきますね。 

今月の児童特集は「クリスマス」です。 

たくさんのクリスマスストーリーがあなたを待っています。 

 

『箱根駅伝がやって来る』 

１月 2・３日大学駅伝の選手が箱根を疾走します。 

「神ってる」（これって広島カープ？）「エビフライ」などの

キャッチフレーズで人気の青山学院大学が第一 

優勝候補でありますが、あまたの勝負魂は何を 

起こすかわかりません。マラソンの本も合わせて 

展示します。熱き心の御利用者をお待ちしています。 

一般 「年末年始の準備」 

今年もあとわずかとなりました。 

新しい年を幸先よくスタートできるよう、年末年始の準

備に役立つような本をいろいろ集めてみました！ 

 

年末年始休館のお知らせ 

◆市立図書館◆ 

１２月２９日(木)～１月４日(水)まで休館 

※28日(水)は１７時までの開館 

◆視聴覚ライブラリー・中央公民館図書室◆ 

１２月２８日(水)～１月 3日(火)まで休館 

◆旭地区センター図書室◆ 

１２月２６日(月)～１月３日(火)まで休館 

新年の行事のご案内 

各図書館（室）より 

図書館スタッフがテーマごとに厳選した 

おすすめ本を福袋に詰めて貸出します。 

どんな本かは開けてからのお楽しみ。 

新たな本との出会いがありますように！ 
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