
 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 月 1０日に「図書館を使った調べる学習コンクール」

の表彰式が、おあしす多目的ホールで行われました。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５回目となる今回も多数の応募があり、

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 17 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 

小学校長をはじめ 

学校関係者や保護者の 

方々にご出席いただき 

ました。また、最優秀賞、優秀賞の上位４作品につきまし

ては、全国コンクールへ推薦いたします。ご協力をいただ

きました皆さま、ありがとうございました。 

12/1(日)  ・シネマ de ライブラリー Vol４４ 

 『マーリー』(１１６分) 

 時間：午後２時～ 

場所：おあしす 多目的ホール  

対象・定員：一般 １００名(先着順) 

12/5(木)  ・おはなしの国たんぽぽ 

午前 11 時～ 対象：1 歳～4 歳 

12/20(金) ・読書会『友情』武者小路実篤/著 

        午前 10 時～12 時  

場所：ミーティングルーム 4 

12/20(金) ・赤ちゃんおはなし会 

午前 11 時～ 対象：3 ヶ月～1 歳 

12/21(土) ・英語おはなし会 

午前 11 時～ 対象：0 歳～小学生 

12/28(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 

1/4(土)   ・冬休み子どもえいが会 

『アングリーバード』(97 分) 

時間：午前 10時 30 分～  

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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（敬称略） 

小学生の部受賞作品 

最優 

秀賞 

ピクトグラム？ 2年 砥上 汐菜 

私の名前に使われている藍って？ 6年 坪谷 咲藍 

 

 

優秀賞 

グミのせかいへようこそ 2年 塗田 こころ 

かい中電灯のひみつ 3年 一期﨑 勇太 

なぜ動物は絶滅してしまうのか？ 

動物を守るために何をすればいい？ 

4年 滝沢 林太郎 

 

もっと身近な環境問題 6年 阿蘇 菜月 

図書館 

特別賞 

どうぶつのじゅみょう 1年 金井 友里 

天気の不思議 6年 鈴木 愛華 

郷土賞 日本の気候で住みたい町を考えよう 4年 岡田 広暉 

 

 

 

奨励賞 

きあげはのせいちょう 2年 宍戸 春樹 

調べるってどういう事? 

東北について調べてみた 

3年 神津 ひなた 

恐竜のなぞいろいろ 3年 染谷 和希 

地震はなぜこわい? 3年 床枝 優太 

?いっぱい恐竜のヒミツ！ 4年 飯島 日葵 

私の水着はなぜとけた? 

化学せんいのひみつ！ 

4年 河部 花蓮 

コインのひみつにせまる！ 4年 髙岩 愛佳 

火山のひみつ 5年 岡田 明都 

 

12 月 

12 月 

～こちらも展示しています～ 

『大人のための音楽会』『がんばれ！中高年応援展示』 

『どんな冬がすき？』『映画×本・ドラマ×本』『落語展示』 

大人のための音楽会 ～ジャズ＆ポップス～ 

日時：12 月 15日(日) 

午後 2 時 開演 (開場は午後1 時 30 分から) 

場所：おあしす多目的ホール 

主催：市民交流センターおあしす・吉川市立図書館 

 

 

一般展示『令和初の年末年始』 

平成の時代が終わり、令和新時代の幕開けとなりまし

た。令和初のお正月を幸先良くスタートできるように、

年末年始の生活に役立つ本を集めました。 

 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/10/08a1238a751ee2fd46631b8a48477f39.png
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/10/08a1238a751ee2fd46631b8a48477f39.png
http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/10/08a1238a751ee2fd46631b8a48477f39.png


  

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

   

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

一
般 

日時：12月 18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『花を呑む』あさの あつこ 

日時：12 月 8 日（日）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(日) 『しゃばけ』畠中 恵 

 

『今年出版の本』 

３階一般特集は『今年出版の本』です。平成から令和

に引き継がれた今年、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 

中央公民館図書室の 

S 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 

 
『いろいろクリスマスツリー』 

おおで ゆかこ/作 アリス館 Eイ 

もうすぐクリスマス。森のなかではリ

スたちが、たくさん集めたどんぐりで

木を飾りました。氷の国のペンギンた

ちは、みんなで氷山を削って、ツリー・

スライダーを作り…。 

動物たちが、思い思いにクリスマスツ

リーを作ります。                         （TRCMARC より） 
（TRCMARC より） 

『クリスマス＆冬のおはなし』 

12 月の児童特集は『クリスマス＆冬のおはなし』で

す。だんだんと寒くなり町ではクリスマスの飾りが目

につくようになってきましたね。今年のクリスマスま

でに読みたい今が旬の本や、この冬にピッタリな本を

みつけてみてください。 

暖かい家の中で、本の世界に浸るひとときも素敵です

ね。是非お立ち寄りください。 

『まだまだ新刊！』 

早いもので師走ですね。旭のおすすめ展示は、以前に

も好評だった『まだまだ新刊！』です。昨年度購入し

た新しい本を展示しています。皆さんが出会えてな

い本がまだたくさんありますので、ぜひご来館くだ

さい。健康展示は『健康本いろいろ…』多方面から健

康に関する本を集めましたので、こちらも是非ご利

用ください。 

  

 

今月の新刊の中からおススメを紹介 

各図書室より 

『空から森が降ってくる』  小手鞠るい/著  平凡社  

914.6 コ 

NY州ウッドストックの森に住む小説家小手鞠るいさんのエ

ッセイ。動物、植物、自然環境との共生、花は咲くべき場所

があり、動物にも生きるべき場所がある。そこに自分たち夫

婦はお邪魔させてもらっているという考えで過ごす森での

生活に心癒され、読み手もしばし森の中に住んでいるかのよ

うな気分を味わえることと思います。 

 

『探検家とペネロペちゃん』 

角幡 唯介/著 幻冬舎 599.04 カ 

私は成長し、言葉を獲得していくペ

ネロペを見ながら、いったいこの子

はどのような未知を探検しているの

か知りたくて仕方がなかった…。探

検家の著者がつづる、異様にかわい

い娘の観察記。『小説幻冬』連載を加

筆修正。                         

児
童 

クリスマス えいご お楽しみ会 
日時：12 月 7 日 (土) 午前 11 時～12 時 

場所：視聴覚ライブラリー 4 階 多目的室 

対象：4歳～小学生 親子 20 組 参加無料 

申込み：視聴覚ライブラリー２階カウンター 

     または電話 981-8113 

 


