
 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 月 11 日に「図書館を使った調べる学習コンクール」

の表彰式が行われました。図書館では応援講座や相談会

など、みなさんの作品作りを応援してきました。第 4 回

目となる今回は 628 点の応募があり、その中から最優

秀賞 2 点、優秀賞 4 点、図書館特別賞 2 点、郷土賞 1

点、奨励賞 8点の計 17点 18 名の子どもたちが受賞と

なりました。受賞者の皆さま、おめでとうございます。 

表彰式には、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、最優秀賞、

優秀賞、図書館特別賞、郷土賞の 9 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。 

12/6(木)  ・おはなしの国たんぽぽ 

午前 11時～ 対象：1歳～4歳 

12/8(土)  ・英語おはなし会 

午前 11時～ 対象：0歳～小学生 

12/14(金)  ・読書会『小僧の神様』志賀直哉/著 

        午前 10時～12時  

場所：ミーティングルーム 4 

12/17(月)   ・手づくり倶楽部 

「オリジナル鉢＆ガーデンピック作り」 

午前 9時 30分～11時 30分 

場所：おあしすミーティングルーム 4 

定員：一般 10名   

材料費：500円 持ち物：軍手 

申込みは市立図書館へ直接または電話 

12/21(金) ・赤ちゃんおはなし会 

午前 11時～ 対象：3ヶ月～1歳 

12/22(土) ・おはなしの国ひまわりスペシャル 

       午前 11時～ 対象：4歳～小学生 

12/24(月) ・子ども映画会「Ｉ Love スヌーピー」 

午前 10時 30分～12時  

場所：おあしす多目的ホール 

対象：どなたでも 定員：１００名 
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市立図書館・今月の行事 一般展示『平成最後の冬』 

今年もあとわずかとなりました。 

そして今年は平成最後の冬です！ 

新しい年を気持ちよく迎えるため、年末年始に関する

本や平成に関する本などを集めました！ぜひご覧くだ

さい。 

 

『赤ちゃんと一緒にクリスマス音楽会♪』 

Merry Christmas☆ エレキギター＆オカリナに

よる Xmas ソング♪の生演奏です。ご予約は必要あ

りませんので、赤ちゃんのお兄ちゃんやお姉ちゃん

も一緒に来てくださいね～(^^♪  

日時：12 月 21日(金)午前 11 時～ 

場所：吉川市立図書館 おはなし室 

 

児童展示『冬がはじまるよ』  

いよいよ冬がはじまります。 

クリスマス、お正月、雪、冬あそび、 

冬のおいしい食べものなどなど…。冬に関する本を

たくさん集めました。読んでくださいね。 

 

 

小学生の部受賞作品 

最優 

秀賞 

なぜ？トマトはナス科なの？ 3年 河部 花蓮 

本を作るって、本当にたいへん！ 4年 岡村 理沙 

 

 

優秀賞 

りんごのヒミツ 2年 床枝 優太 

アリの巣を見てみよう 3年 岡田 広暉 

あなたの知らない世界 

「アルミニウム」 

3年 鈴木 輝心 

4年 鈴木 優心 

海を食べよう！？ 5年 福田 桜佑 

図書館 

特別賞 

化石のはっくつ 1年 大熊 仁葉 

紙は神 5年 坪谷 咲藍 

郷土賞 通学路の道路標識 4年 大森 柚佳 

 

 

 

奨励賞 

きになるあさがお 1年 栁 美空 

すごいぞ！埼玉古墳群！！ 3年 岩田 智史 

お金ってなあに 3年 邉見 柚季 

将棋駒の書体と材質 3年 山本 倖輔 

イルカのふしぎ 3年 飯島 日葵 

地しんのひみつ 4年 岡田 明都 

私の友達になった汗 5年 尾田 和奏 

スゴイ！発酵のチカラ 6年 林田 志穂 
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一
般 

12月 19日(水) 午前 11時～ 申込み不要 

吉川市内の図書館・図書室で働くスタッフのおすすめ本を

毎月交替で紹介していきます。 

らいぶらりーのおはなしかい 

 読書サロン～お茶を飲みながら～ 

第 3 回『地下鉄（メトロ）に乗って』浅田次郎 

日時：12 月 8 日（土）午前 10 時～12 時 

申込みは視聴覚ライブラリーへ直接または電話 

☎ 981-8113  

※第 4 回は 1月 12 日（土） 

『椿山課長の七日間』浅田次郎 

 

『今年出版の本』 

３階一般特集は『今年出版の本』です。平成３０年も

残り少なくなりました。今年気になったあの本この本、

読み忘れはありませんか？この機会をお見逃しなく！ 

今月の担当は 

吉川市立図書館の 

I スタッフです 

 

視聴覚ライブラリー 中央公民館図書室 

旭地区センター図書室 

 

『せん』 スージー・リー/作 岩波書店 E セ 

しろい紙のうえを走るえんぴつ。その先から一本のせんが生まれ、 

スケートぐつをはいた少女が氷のうえへと軽やかにすべりだす…。 

絵本作家スージー・リーの文字のない絵本。                          

『ドイツパン大全』 森本 智子/著 誠文堂新光社 596.63 モ 

バラエティ豊かなドイツパンのうち 100 種以上を「大型パン」「小型パン」「祝いパン」

「菓子パン」にジャンル分けして、レシピと特徴を解説。材料、食べ方、保存方法、パンに

まつわるドイツの食文化や歴史背景なども紹介。 

（TRCMARC より） 

（TRCMARC より） 

『クリスマス＆冬のおはなし』 

子どもも大人も楽しいクリスマスの時期がやって 

きました。児童特集は『クリスマス＆冬のおはなし』

です。この時期ならではの心あたたまる絵本や児童書

を集めました。何度でも読みたくなる一冊がきっと 

見つかりますよ！ 

 

『仕事・経済』 

旭のスタッフおすすめ展示は『仕事・経済』の本を特 

集しています。健康展示は『疲れていませんか…？』

をテーマに本を集めました。何かと忙しいこの季節、

仕事や家事の疲れに人間関係のモヤモヤ…など、心

身の疲れがたまりますよね～。上手にリフレッシュ

して素敵な年末年始をお過ごしください。  

 

今月の新刊の中からおススメを紹介 

児
童 

各図書室より 

『入門日本の七十二候と旬の食』 齊藤訓之/著 洋泉社  

449.34 ニ 

一年 365日を 72 に分け、それぞれに名前を付けた七十二

候。季節感を失わぬように先人たちが考えた暦です。作物

の旬と深い関係がある七十二候。5日ごとに変わる季節と

ともに旬のものを食する手がかりとなる一冊です。 

 

クリスマスえいごお楽しみ会 

日時：12 月 23日（日）午前 11 時～12 時 

対象：4歳～小学生のお子さんと保護者 

定員：20 組 40名 

申し込みは視聴覚ライブラリーへ直接または電話 


