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吉川市立図書館を使った
第 3 回調べる学習コンクール
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小学生の部受賞作品
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トマト！トマト？トマトー！

2年

クール」の表彰式が行われました。今年も図書館で応援

カミキリムシを通して見えた甲虫の
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講座や夏休みの相談会を開催し、作品づくりを応援して
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きました。
（今年度、相談会は視聴覚ライブラリーでも実

トマトはかせになりたい
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点の作品が応募され、厳正な審査の結果、最優秀賞 2 名、

身近なかんきょう問題
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11 月 12 日、吉川市「図書館を使った調べる学習コン

施）第３回目となる今回は、市内の各小学校から２７５

名の子どもたちが受賞しました。受賞者のみなさま、
おめでとうございます。各賞の受賞者は右の通りです。

賞

優秀賞

図書館
特別賞

者や保護者の方々にご臨席
いただきました。
また、上位の最優秀賞と優秀賞作品につきましては、

奨励賞

いよいよ今年もやってくる寒～い冬。昔ながらの伝
統行事や新しいイベントなど、今どきのニッポンの
冬の過ごし方を集めました。年末年始フェス、コン
サート、観劇、旅行、大掃除、お家でまったりなど。
皆さんはどんな冬を過ごしますか？

児童「わくわくな冬！」
児童展示は引き続き「わくわくな冬!」です。冬は
わくわくすることがたくさんあります。お正月・
行事や十二支・冬に関する本を集めました。
ぜひ展示コーナーをご覧ください。
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せかいで一ばんのものあつまれ！
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アジの研究～アジを知って味も知る～
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（敬称略）

12/7 (木)
12/9(土)

一般「ニッポンの冬」

くらべてみた！

ふたごには秘密がいっぱい！

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に感謝申し上げます。

太平洋

うちあげ花火について

受賞式には、教育長や生涯学
習課係長をはじめ、学校関係

日本海

さかがみ

・お話の国たんぽぽ
午前１１時～ 対象：1 歳～
・英語おはなし会
午前１１時～ 対象：０歳～小学生読書
・読書情報誌「YA’’’！」編集会議

午後 3 時～6 時 対象：小学 6 年生～高校生
12/15(金) ・赤ちゃんおはなし会(クリスマス音楽会)
午前１１時～ 対象：３ヶ月～１歳
12/17(日) ・大人のための音楽会～ジャズ＆ポップス～
午後 2 時～４時
場所：おあしす 多目的ホール
定員：１５０名（先着順）
12/22(金) ・読書会
『詩の中の風景』石垣りん/著
午前１０時～12 時
場所：ミーティングルーム 4
12/23(土) ・おはなしの国ひまわりスペシャル
午前１１時～12 時 対象：４歳～小学生
12/25(月)・冬休み子ども映画会
「フランダースの犬」(９０分)
午前１０時３０分～１２時頃
場所：おあしす 多目的ホール
対象・定員：児童１００名（先着順）

各図書館（室）より

「ワンちゃんがいっぱい」

「今年出版された作品」

いぬ

今年も残り少なくなりました。３階一般展示では、今年

来年の干支は『戌』です。私達にとって身近な存

出版された作品を特集しています。予約がたくさん入って

在の犬は絵本の中でも大活躍です。かわいい犬・

いてあきらめた本はありませんか？どうぞこの機会を逃

かっこいい犬・ドジな犬・渋い犬…どんなワンち

さずに、手に取ってごらんください。
「あ、これこれ、読み

ゃんの本があるのか、ぜひ図書室へ遊びに来てく

たかった！」と思う作品がみつかりますように…。

ださい。

読書サロン～お茶を飲みながら～
第３回

乃南アサ『しゃぼん玉』（参加受付中）

日時：12 月 9 日(土) 10:00～12:00
場所：視聴覚ライブラリー４階多目的室

定員：10 名

「マジック展示＆からだを温めよう」

申込：視聴覚ライブラリーへ直接または電話

早いもので師走ですね。スタッフおすすめ展示

※第４回は辻村深月『ツナグ』です。

は『マジック展示』です。冬はイベントがいっぱ

12 月 9 日（土）から受付を開始します。

い。この時期に手品を覚えませんか？
健康展示は『からだを温めよう』をテーマに本を

らいぶらりーのおはなしかい
1２月２０日(水)

集めました。体の外から内から温めて、冬に負け

午前 11 時～ 申込み不要

ない HOT な身体作りをしませんか。小さいけ
れど、ほっこり温かい旭図書室でお待ちしてい

視聴覚ライブラリー ☎981-8113

ます。

赤ちゃんと一緒にクリスマス音楽会♪ in 市立図書館 vol.3

年末年始休館のお知らせ
◆市立図書館◆
12 月 29 日(金)～1 月 3 日(水)まで休館
※28 日(木)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(木)～1 月 3 日(水)まで休館
◆旭地区センター図書室◆

クリスマスソング♪の生演奏です。赤ちゃんと一緒に美しい
メロディーを楽しんでくださいね。予約の必要ありません。
お兄ちゃん、お姉ちゃんもご一緒にどうぞ～(^^♪
本の福袋
来月１月４日（木）から、市内の図書館・図書室全館で本の福袋
の貸出をします！スタッフが厳選したおすすめ本を袋に詰めま

12 月 25 日(月)～1 月 3 日(水)まで休館

スタッフおすすめの本

12 月 15 日(金)11 時に開催します。オカリナ＆ギターによる

した。新たな本との出会いになりますように！

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。
『百年法』上・下

山本宗樹／著

角川書店 F ヤマ

その世界で人々は永遠の命を手に入れていた。しかし国は次第に衰
退していく。そして、とうとう寿命を 100 年と定める法律が制定さ
今月の担当は視聴覚ライブ

れる。死ぬことに怯える人々、そこから生じる社会の歪み、様々な

ラリー図書室のＨさんです

問題が巻き起こる…。読み応えのある作品です。

『対岸のヴェネツィア』内田洋子／著 集英社 293.7 ウ
ヴェネツィアに移り住んで出会った、街の素顔と人々の喜怒哀楽。裕福
なマダムに仕える元漁師の半生、古い教会でのコンサート体験…。
幻都をめぐる 12 章のエッセイです。

