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この絵は、夏をテーマにして描きました。夏には、よくテレビでおばけのことをやって
いるので、描こうと思いました。
女の子が読んでいる本の中から妖怪達が出てきているイメージです。

第１８１号

坂戸市立図書館

本好きは小さい時から
小さい時から本に恵まれた環境にあると、本好きな子どもとして育つと言われて
います。今回は市内 2 ヶ所の保育園を訪問し、いろいろな取り組みをお聞きしまし
た。また、本を紹介していただきました。
東坂戸保育園 平成 27 年 10 月 30 日訪問
主な取り組み
に

その 1

わくわく図書コーナー（保育園の図書館）の設置

「子どもたちは、お父さん、お母さんに絵本を読んでもらうのが だぁーい
好き!。子どもたちは気に入った本を何度でも読んで欲しいのです。
絵本は親と子どもが心を開き、通い合わせる心の広場です。」

コーナーはこんな方法で利用されていました。
1 人 3 冊借りられ、お母さんやお兄さん・お姉さんに読んでもらい、とても良いコミニケーショ
ンになっています。椅子に座ってゆっくり本を読むこともできます。

そのⅡ

こんな本よみたいな

各クラスにも本が置かれていたり、毎月新しい本を購入しています。
もちろんわくわく図書コーナーも利用しています。

そのⅢ

ぼくのために わたしのために

子どもが選んだ本を、担任の先生がお膝にのせて１人の子だけに本を読んでくれます。本好き
になるきっかけ作りにしています。

本の紹介
11 ぴきのねこ どろんこ
馬場のぼる作/こぐま社
ユニークなねこたちが繰り広げる物
語。小さな恐竜に出会い、背中に乗せて
もらって、お散歩。途中
でおこる珍事件。楽しめる
一冊です。

ぎょうれつ ぎょうれつ
マリサビーナ・ルッソ/絵と文 青木久子訳/徳間書店
主人公はサム。無心の子どもが作り出す思いがけない
楽しさと、それを暖かく包み込むお母
さん。日常の風景を見事に切り取って、
とても素敵な絵本です。

旅の絵本
安野光雅作/福音館書店
絵だけで描かれる旅の物語。異国の空気や土の匂いま
で感じさせる美しく繊細な絵柄、自分が旅をしているよ
うな気分になります。言葉は必要
なくちいさな子どもでも大丈夫。
旅を楽しんでください。

園長先生の「本は飾っておくだけではねぇ……」の声がま
さに、子どもが本に親しみ本好きになる証と感じました。

薬師保育園 平成 27 年 11 月 6 日訪問
主な取り組み

その 1 良質な本を
本は今人気の本や、キャラクター、グッズ系ではなく、年齢にあった総体的に良質と思う本
を選んでいます。
読書への興味を、いつまでも失わない子どもたちになって欲しいと、読書環境には力を入れて
います。そのひとつとして、多くの時間を割いて本を読んであげ、いつまでも心に残る本をと
心がけています。

そのⅡ お膝にだっこして
０歳から２歳児は、絵などが大好きなので、膝にだっこして、ハンド
ブック等を見ます。色や絵などに興味を持ち始めるので、その反応もみ
ています。人気本は「言葉あそび」……。

そのⅢ

好きな本・好みの本

３歳から４歳児は、字も読める子も増え、自分の好きな本を集中して読んでいます。また３
歳前後では数字に興味が出てくるので、対応をしています。
さらに、年長児は、好みの本を選んで読んでいます。

まゆとおに（シリーズ）
本の紹介
富安陽子文/降矢なな絵/福音館書店
だるまさんが（シリーズ）
北のお山のてっぺんの三本杉の下に、小さな家が
かがくいひろし作/ブロンズ新社
ありました。その家には、のっぽのやまんばとやま
だるまさんがお友達とどてっと。
んばの娘が住んでいました。ある日まゆは
面白いポーズを決めているよ。
林の奥で、とんでもなく大きな人に会
ぷしゅつ どんなポーズになる
いました。
のかな？
かな？大型絵本
はらぺこゆうれい（シリーズ）
せなけいこ作/童心社
ゆうれいにも色々なものがいます。このゆうれいは、はらぺこで、食べものほしさに
人間をおどかしたりしますが、なかなかうまくいきません。その姿を地獄のえんま
様がみて自分の元にこさせようとしますが……。
子どもたちの人気本
（0～2 歳）あがりめ さがりめ
いまきみち著/福音館書店
あがりめ さがりめ ねこのめなど、おともだち
とだれもがたのしめるえほんです。ことばあそび
の中からの 1 冊です
（４歳）またぶたのたね
佐々木マキ作/絵本館
はしるのが とても おそいおおかみ。ぶたよりも
おそい。いちどぶたをつかまえて、はらいっぱい
たべたい……たねからうまれたぶた さあどうな
るのかな？

（3 歳前後）かえってきた
へんしんトンネル
あきやまただし作・絵/金の星社
なぜかみんなへんしん。にわと
りが「にわ にわ にわ」といって
トンネルをくぐると、「わに」に
へんしん。ことばをきらず
によんだり、よむはやさ
をかえると、いろいろな
ものにへんしんします。

第２回坂戸市図書館をつかった調べる学習コンク ール
「坂戸市図書館を使った調べる学習コンクール」は、小学３年生を新たに対象学年に加え、今年
度第２回目を実施しました。
図書館を使った調べる学習は、知的好奇心、情報リテラシー、読解力、思考力、言語学が、磨
かれる学びです。コンクールをきっかけとして、図書館を使った調べ方を学習し、自ら考え判断し、
表現する力などの、生きる力を身につけてくれることを願っています。
なぜ？どうして？ふしぎだな！それが学習の始まりです。今回は、７４作品が集まりました。
どの作品も、調べる楽しさがあふれ、努力の跡が表れています。この調べたい気持ちを忘れな
いでくださいね。図書館は、いつでも、皆さんの知りたい、学びたいを応援しています。
学校の夏休みの課題の一つとして、小学３年生から６年生の皆さんに募集しました。
夏休みの間、図書館では、前回入賞作品展や、支援講座、相談コーナーを開設しました。

審査風景

最優秀賞

優秀賞

*受賞作品*受賞者＊
＜最優秀賞＞
坂戸小学校 ６年２・３・４組
「笑顔を守れ、みんなのＨＥＲＯ」
塚原 なつ・高橋 叶恵・宮根 夢奈
＜優秀賞＞
勝呂小学校 ３年３組
「ひまわりのふしぎはっけん」
新村 心葉
＜入賞・努力賞＞
坂戸小学校 ３年４組
「ひこうきについて」
小倉 康太朗
千代田小学校 ５年１組 「教えて！ききめをもった植物の事」
日置 萌花
千代田小学校 ５年２組 「意外と知らない富士山のひみつ」
田方 大貴
坂戸小学校
６年２組
「自然災害」
松岡 愛結・山口 莉未
＜入賞・ユニーク賞＞
片柳小学校 ５年１組
「微生物と私の出会い～入門編～」
横道 睦姫

<最優秀賞> 坂戸小学校

６年

受賞者の喜びの声

塚原 なつ
ドラマのＨＥＲＯを見て、私達の笑顔を守ってくれているヒーローについて調べてみよ
うと思いました。調べてまとめるのは大変だったけど 3人で協力してきたのでよかったで
す。最優秀賞をもらえて、うれしいです。
高橋 叶恵
私は「ＨＥＲＯ」というドラマをみて、このＨＥＲＯは誰なんだろう？と思ったのがき
っかけです。警察官にインタビューしたり、いろいろな仕事を調べてみると、私の周りに
も沢山のＨＥＲＯがいる事が分かりました。
宮根 夢奈
私は去年入賞出来たのがとてもうれしかったので、今年も頑張ろうと思い、応募しまし
た。今年最優秀賞という、すごい賞がとれたのはインタビューに応えて下さった方々や友
達のおかげです。楽しかったのでまたやりたいです。

＜優秀賞＞

勝呂小学校

新村

心葉

３年

わたしは、どうしてひまわりについて調べてみようと思ったかというと、わたしのすきな花だからです。
調べ物をする時にわたしは、ひまわりの本をかりに、初めて図書館に行きました。図書館のお姉さん
が「えらいね」とほめてくれてうれしかったです。ひまわりの本をよんだら、ひまわりのタネがたべられる
ということが書いてありました。わたしはびっくりしました。下校をしている時に畑に、ひまわりがさいて
いました。しんりん公園にもひまわりがさいているか、見にいきましが、ひまわりはさいていなくて、かれ
ていてガッカリしました。でもたねがとれたのでよかったです。ひまわりの調べ学習は夏休みさいごの
日まで、がんばったので、ゆうしゅうしょうになってうれしかったです。

*受賞作品*受賞者＊
＜佳作＞
勝呂小学校

３年２組

「大宇宙旅行」

勝呂小学校

３年１組

「鉱物について」

浅羽野小学校
坂戸小学校
南小学校

３年１組
３年４組

３年１組

吉田 真奈
田幡 優月

「いろんな虫のいろんなたまご」
「縄文人のくらし」

「郷土玩具調べ」

岸野 央明

島村 凜世
松木 悠将

勝呂小学校

４年３組

「地震大国ニッポン！日本の地震をまとめた本」

勝呂小学校

４年１組

「世界のパンを食べてみたい」

浅羽野小学校
南小学校

４年３組

４年２組

入西小学校

４年５組

千代田小学校

原 和叶

「知りたい！星のふしぎ大研究！！」

「身近な薬のぎもん」

原 健人

小塚 晴香

寺尾 空羽

「ステゴサウルスの背中についている板は、なんのため？」

５年３組

「ベートーヴェンの生涯」

笠原 伶音

坂戸小学校

６年１・４組

坂戸小学校

６年２組

「血液型って…」

坂戸小学校

６年４組

「夏をすずしく快適に ―エコですずしいすごし方―」

南小学校

６年１組

大川 隼史

「坂戸のお祭り」 町田 結奈 ・ 鈴木 胡桃
大山 藍

「修学旅行で行った世界遺産の日光東照宮」

石井 夏海 ・ 奈良 栞里

江森 秀太郎

返却ポスト設置のお知らせ
入西地域交流センターと北坂戸出張所内に返却ポストが設置されました。
入西地域交流センターと北坂戸出張所内に返却ポストが設置されました。返却資料
のみ入れてください。（ＡＶ資料は破損しないように厚く梱包するようお願いいたします。）
ポスト利用直後、図書館窓口にお越しの際は、まだ返却されていない場合もござ
いますのでご了承ください。
なお、施設内に設置のため、各施設の開館時間中にご利用ください。
なお、施設内に設置のため、各施設の開館時間中にご利用ください。

回収日

（祝日は回収しません）

【入西地域交流センター】水曜日、日曜日
【入西地域交流センター】水曜日、日曜日
堀込１５９番地１（℡
堀込１５９番地１（℡ ２８１－００４４）
２８１－００４４）
開館時間 ９：００～２２：００
【北坂戸出張所】
北坂戸出張所】水曜日のみ
溝端町１－８（℡ ２８１－４２４９）
開館時間 ８：３０～１７：１５

図書館の福袋をご存じですか。
福袋といっても、もちろん、図書館の本が入っていて、借りていただくものです。
今年初めて、１２月２３日からコーナーを設け児童向け
４０個、大人向け４０個を並べてみました。
◇貸出方法は、１枚の利用券で１袋のみ。
（１袋には、３冊の
本が入っている。
）
◇福袋分は、貸出冊数（最大１０冊）に含めず借りることが
できる。
◇どんな本が入っているかは、カードに書かれたテーマを見
て選んでもらう。

おもしろがって借りていただいた方々、ありがとうございました。
普段手に取ることの無い本に出会えたでしょうか？（２６日（土）中に無くなりました）

ほん

おび

本の帯ご活用ください！
文芸書（文学に分類された本）
には、本の帯を貼っています。
裏扉を開いてみてください。帯
に書かれた推薦文やあらすじ
を読むことができます。本を選
ぶ際の、目安にご利用ください。
平成 27 年度 教育長賞
渡辺 凜さんの作品
坂戸小学校５年生

平成 27 年度 教育長賞
佐藤加名さんの作品
千代田小学校６年生

