
図書館だよりＡ３カラー版は、図書
館本館と文化センターにあります。
12 月号の特集は、

おくりものは　なあに？

調べる過程、まとめる過程で図書館をご利
用いただき、「図書館って、こんな使い方が
できるんだ！」「大変だったけど楽しかった」
と子どもたちからの声を聞くことができて
うれしい限りです。参加してくれたみなさ
ん、ありがとうございました。

第 2回となりました今年のコンクールには、
15 点（参加人数は 27 名）の応募がありま
した。どの作品も、子ども達の調べる意欲と、
発見の喜びにあふれるすばらしい作品でし
た。11 月 10 日の審査会にて受賞作品
が決まりましたので、発表します。

他の作品タイトルは、「橋の作り方」「それゆけふるさとたんけんたい」「こ
わいヒアリをつかまえろ」「ホタルの一生と生態」「海の環境」「お茶の秘密」
「液体が氷る瞬間を見た」です。展示会は終わりましたが、町立図書館です
べての作品のレプリカ（複製版）を閲覧することができます。表彰式は、
12 月 23 日ふる総フェスタの会場で行われます。

閲覧のご案内

小鹿野町立図書館
No.
32

『増え続ける ?!
スペースデブリ』

長若小学校３年  北 光輝さん

以前読んだ本で疑問に感じ
た「スペースデブリ」（＝宇宙
ゴミ）について多方面に調べてい
ます。専門的な本をよく読み解きま
した。JAXA へ見学に行ったり、他の
専門機関へメールで質問したり、調べ
たい気持ちがビシビシと伝わってきま
した。＜全国コンクール推薦作品＞

両神小学校 4年  千島拓己さん

学校で生まれたチャボのひな。
飼いたいけどお母さんはダメっ

て言う。だから調べた。小屋やエ
サはどうするの？チャボってどんな
鳥？ようやく許してもらって、ぼくと
チャボたちの暮らしが始まった。成長
記録、飼育観察を「調べる学習」に結
びつけてまとめています。

『ぼくにも飼えるかな？
　　　チャボのひな』

　　　　

　　　　〒368-0201 小鹿野町両神薄 2713-1　両神ふるさと総合会館２F
　　　　　　　　TEL ： 0494-79-0150   FAX ： 0494-72-3206

　　　　〒368-0105 小鹿野町小鹿野 167-1　小鹿野文化センター 2F
　　　　TEL：0494-75-0063　FAX：0494-75-0032

E-mail：tosyokan@town.ogano.lg.jp
https://www.town.ogano.lg.jp/kakuka/
tosyokan/tosyokantop.html
QR コードから HP へアクセスできます！
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両神ふるさと総合会館

小鹿野町立図書館

R299
両神小学校

両神庁舎

〒

健診会場（児童館）13:30～
絵本プレゼント ＆ 読み聞かせ講話

12月18日

12月9日　　

おはなし

プチ

2F視聴覚室　10:30～
小さいお友だちのため
のおはなし会です。
●えほん●かみしばい
●てあそび

ブックスタート
ブックス
チャレンジ事業

月

土

1月30日 火

おはなし

キッズ

3Fわくわくライブ
ふる総フェスタの特別
バージョン！
何をするかはお楽しみ
に！

■10:20~10:55 三田川小学校
■11:15~11:45 三田川10区公会堂
■13:00~13:35 長若小学校

12月15日

＊悪天候の場合は、巡回を中止することがあります。
＊貸出には利用カードが必要です。お持ちでない方は、
　その場で発行します。身分証等をお持ちください。

12月23日　土

金両神ふるさと総合会館　

MAP

移動図書館

新着資料案内
今月も、たくさんの新着資料が

入りました。詳しくは図書館ＨＰ

の新着図書から検

索いただくか、館

内の一覧表をご

覧ください。

リクエストもお待ち

しています。

６ヶ月＆１歳児

ブックスタート＆ブックスチャレンジ

２歳児

ブックスチャレンジ
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『でんぢゃらすハンミョウ !!』

小鹿野小学校３年  守屋恒輝さん

本で見つけた模様がとてもカラフルな虫
「ハンミョウ」について調べています。「道
教え」といわれるハンミョウ。絶対に見
つけるんだと、夏休みに町のあちこちに
行って探した様子がよくまとめられてい
ます。
＜全国コンクール推薦作品＞

『にじってなあに？』

長若小学校 1年  新井絢音さん

にじ。カラフルでかわいいから大好き。
でもなんで色がつくの？どうやってでき
るの？なないろなのはなぜ？そんな１年
生の身近な疑問を、辞典やいろいろな本
で調べました。写真や絵を使った表現や
疑問の持ち方が、１年生らしくてとても
かわいいと好評でした。

『わたしはねこのかんごしさん』

長若小学校３年  花岡日葵さん

飼っているねこの生活や病気のこと
をイラストや写真でかわいくまとめ
ています。動物病院の先生に話を聞
いたり、ねこの病気についてとても
詳しくまとめました。家族みんなで
ねこが大好きなことがとてもよくわ
かる調べる学習です。

『そばの食べ方大研究』

両神小学校 6年  坂本陽亮さん

きっかけは、図書館の調べる学習講座「ソ
バ大研究」でした。「そばアイス」ってお
いしいの？ソバの食べ方って、そば切り以
外にどんなものがあるの？調べていくうち
に、調べたいことがどんどん増えてきた。
日本と世界の食べ方や地域の食べ方を調べ
まとめています。

『深海で光るの楽しんかいー？』

三田川小学校 6年  犬木紅琉美さん

博物館の特別展で見つけたテーマ。深海の
発光生物っておもしろい。でも・・・どう
やって光るの、なんで光るの？発光方法、
その理由をイラストを上手に使って楽しく
わかりやすくまとめています。「そもそも
深海ってどんな場所？」という疑問の視点
も評価されました。　　　　　

『消防は炎に立ち向かう
町のヒーロー』

小鹿野小学校 6年  栗原琉生さん

ぼくの夢は消防士。でも消防っていつから
始まったの？消防の歴史や制度、小鹿野の
消防や大火についてもいろいろな資料で調
べました。消防の果たしてきた役割が深く
理解でき、消防士になると心に命じて研究
を結んでいます。
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ふる総文化フェスタ
公民館サークル ・ 教室作品展示

ふる総ワークフェスタ
自分だけの作品を作っちゃおう！

10:30 ～
第 2回小鹿野町図書館を使った
調べる学習コンクール表彰式

14:00 ～

わくわくライブ
劇団にんぎょう畑

てっこはっこ

Sing Sing ChiChibu 　RYO2 

浅見ちびっこ合唱団 （仮）

 

調べる学習コンクール
作品展示

ハンドメイド deクリスマス
作品展示＆投票 （投票は午前中まで）

12月 23日 ( 土 )10:00 ～ 15:30

１Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

作品募集中 （締切１２月１７日まで）

★今年は参加賞として、 雑誌の付録を

抽選でプレゼントします。

くわしいことは、
ふる総フェスタの
チラシをみてね。

おめ
でとうございます！おめ
でとうございます！

小鹿野町図書館を使った
調べる学習コンクール第２回



この季節に読みたい

「贈る」 テーマの本

今年のクリスマスは、 ハンドメイドで、 楽しく可愛く飾ってみ
ませんか。 リースやオーナメント、 壁面飾りの本も揃えてあ
ります。 プレゼントのラッピングも、 ハンドメイドに挑戦して
みてはどうでしょう。 手作りしながら、 贈る気持ちをちょいっ
とプラス。心がこもって、もらって嬉しいプレゼントになりますよ。

おおきいツリー
　　　　　　　ちいさいツリー
ロバート ・ バリーさく　光吉夏弥やく／
大日本図書　E
もうすぐクリスマス。 ウィロビーさんの
おやしきにとどけられた大きなクリス
マス ・ ツリー…。 大きすぎて、 お部屋
に入らないよ～！　そこで･･･。

輝く夜　

百田尚樹著／講談社文庫　BF ヒ
クリスマスイブの夜、 あなたは誰
とどんな夜を過ごしますか？
特別な夜に特別な出来事を夢見る
あなた、 小説で一足お先にドキド
キしましょう。 聖なる夜、 善良な
人にはきっとこんな奇跡が訪れる。
それは一生懸命な毎日へのご褒美
なのかもしれませんね。

ちいさなちいさな王様
アクセル ・ ハッケ著 ミヒャエル ・
ゾーヴァ絵／講談社　Ｋ943 ハ
ある日、 ふらりとあらわれた、 人
差し指サイズの気まぐれな小さな
王様。 サラリーマンの僕と王様の
夜のおしゃべり会が始まった。 王
様の話は、 不思議なことだらけだっ
たけど、 王様がいなくなった今、
それは大きな贈りものだったなと
思うんだ。

Presents 
角田光代著　／双葉文庫　BF カ
贈り物って、 目に見えるものばか
りじゃない。 人は、 人生のいろい
ろな場面で、 様々な贈り物をもらっ
ていて、 それが 「私」 を作ってい
るんだと気づかせてくれる、 心に
沁みる優しいエッセイ。 イラストも
癒し系で素敵。 

34 丁目の奇跡
ヴァレンタイン デイヴィス　片岡しの
ぶ訳／あすなろ書房　　933 テ
老人ホームで暮らすクリス ・ クリング
ルはサンタクロースを自称する白ひげ
で太っちょのおじいさん。 彼の周りで
起こる奇跡は、 人々の善意や思いや
り、 愛情があふれて紡がれたものだ。
クリスマスはカレンダーの日付でも、
デパートの商戦でもない、 その心こそ
がクリスマスなんだ。

ウィリアム ・ グリル作　千葉茂樹訳／
岩波書店　E
20 世紀初め、 GPS も携帯もない時代に南
極をめざしたエンデュアランス号は、 巨大な
流氷にはばまれて座礁してしまう。 でも 28
人の乗組員たちは、決してあきらめなかった。
勇気と冒険の物語なのに、 ほんわかと癒さ
れるのは、 美しいイラストのせい？

クリスマスの森
ルイーズ ・ ファティオ文　ロジャー ・ デュ
ボアザン絵　土屋京子訳／福音館書店　
E
プレゼントを届けに空へ飛び立ったサン
タクロース。 森の中でつい眠り込んでし
まいました。 それを見つけた森の動物
たちは、 手分けしてプレゼントを届け
るお手伝いをします。

ひまなこなべ　
アイヌのむかしばなし
萱野茂文　どいかや絵／あすなろ書房　E
アイヌのひとたちは、山や川や太陽、動物、
植物、 人間が使う道具などあらゆるもの
に魂が宿っていると信じていました。 この
本はくまの神と、 踊りの上手な小鍋の神
との不思議な物語。 どいかやさんのやさ
しい絵が、 心をほっこりさせてくれます。

シャクルトンの大漂流

クリスマスにはおひげがいっ
ぱい !?―ほんとのサンタさんの話
ロジャー ・ デュボアザン作　今江祥智　
遠藤育枝訳　BL 出版　E
クリスマスには、 町中がにせサンタ
だらけ。 おこった本物のサンタさん
は、 次々とにせサンタのひげをむし
りとっていきますが…。 ちょっとお
こりっぽいけれど、 ほんとは優しい
サンタさんのお話。 

クリスマス特別展示

「贈り物に絵本はいかが？」

雑誌の棚の上を
ごらんくださ～い

■1年中飾れるかわいい折り紙オーナメント／山口真著／ソシム　754 ヤ
■飾れる！贈れる！かわいい花の折り紙／山口真著／ PHP 研究所　754 ヤ
■箱のおりがみおりがみ／ 布施知子著／日本ヴォーグ社　754 フ
■きほんのラッピング便利帳／包むファクトリー監修／学研パブリッシング 385 キ
■紙袋おりがみ／主婦の友社編／主婦の友社　754 カ

クリスマスにぴったりの絵本を
紹介します。 大人が見ても美しくてオシャレな絵本。
クリスマスのプレゼントは、 もらった人の心がほっこりす
るものを選びたいですね。

リボンも
おりがみ

こ
れ
も

星は、５枚で

シュリケン

みたい

三角サンタ

イラスト
いでうらゆみ


