
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 作  品  名  氏  名 学年 備 考 
１ げっしもくってなんだろう くらはしいずみ １年 幸房小 
２ アリのひみつ～アリはかせになるぞ！～ なかたみずき １年 早稲田小 
３ ぼくと家ぞくのねつききゅう～ねつききゅうのひみつ いとうはる登 ２年 新和小 
４ カミナリ大ぼうけん 村山 愛実 ２年 新和小 
５ 「本」はどうやってつくられているのだろう？ 今井 結菜 ２年 幸房小 
６ しおのなぞとき 菅谷 千純 ３年 新和小 
７ 夏の思い出 ～ぼくとカブ田の夏休み～ 時田 昊奨 ３年 吹上小 
８ 恐竜の羽毛  有る？無い？本当？ 村田 航太朗 ３年 前間小 
９ むかしの百人一首を読む 中村 潔敬 ３年 桜小 
10 この白い石は宝石かな？－発見！ぼくの石はすごい－ 西海  直留 ３年 高州東小 
11 お金のひみつをさぐろう 竹中 未来 ４年 新和小 
12 大好きなパンの世界 青木 彩 ４年 新和小 
13 金管楽器と音の大冒険 須合 歩美 ５年 丹後小 
14 まぼろしのヤマピカリャー 高杉 蓮夏 ５年 丹後小 
15 土について～私達の周りで土はどの様につかわれているのだろうか？ 冨永 怜奈 ５年 鷹野小 
16 こんにゃくってすごい！体のおそうじにもダイエットにも老化防止にも役立つよ！ 鈴木 萌衣奈 ５年 新和小 
17 わさびって すごい！健康に美容に効果バツグン！ 牧田 実咲希 ５年 新和小 
18 台風のひみつ 矢内 里菜 ５年 彦郷小 
19 歯ってこんなにすごいんだぞ！ 大野 ななみ ５年 丹後小 
20 化粧品のひみつ 髙橋 美海 ５年 丹後小 
21 上生菓子はすごい！～秘められた力～ 宇宿 綾乃 ５年 新和小 
22 2020 みんなの TOKYO レッツゴ－！ 芹澤 涼 ５年 後谷小 
23 女王アリってすごい！ 篠田 凌太郎 ５年 丹後小 
24 行田兄弟の野球を極める夏！ 行田奏斗・裕希 6・4 年 八木郷小 
25 人はみんな助け合わなくちゃ！ 青木 彩音 ６年 早稲田小 
26 温故知新～江戸から学んで今にいかす～ 横尾 咲姫 ６年 丹後小 
27 「発酵」ってすごい！～微生物が地球を救う?!～ 宇田川菜月 ６年 彦成小 
28 意外と知らない！？身近な野鳥の世界 和井田結香 ６年 新和小 
29 江戸の花  町火消の秘密 松田 宇明 ６年 新和小 
30 世界は鉱物から目が離せない 西海 歩桜 １年 瑞穂中 
31 昆布の秘密 ～のっこり まくらう！？～ 越川 萌伽 １年 彦成中 

早いものでもう師走です。クリスマス、お正月を迎え何かとプレゼントの多い時
期、プレゼントに本はいかがですか。今年度も市では読書の様々な取り組みを行っ
てきました。みなさまの読書生活はいかがでしたか。三郷市は例年のように新しい
年のスタートに平成 30年 1月 20日（土）から 1月 28日（日）を読書ウィークと
して様々な読書行事・読書活動に取り組みます。みなさまの読書生活が豊かになり
ますよう様々な催しものに積極的にご参加ください。ご来場をお待ちしています。 

各小中学校や各図書館・図書室、 
文化会館などで読書活動の取り 
組みを行います。 

読書ウィーク 

 

図書館を使った三郷市調べる学習コンクールは７回目を迎えました。年々、テーマの工夫、内容の充
実が図られ、素晴らしい作品が出品されています。優秀賞も一昨年度の 19点から昨年度の 25点を越え
今年度は 31点に増えました。この 31点は図書館を使った調べ学習全国コンクールに出品いたします。
また、読書フェスティバルで展示いたしますので、その際、どうぞご覧ください。 

※ 文学講演会問い合わせ先：日本一の読書のまち推進室 ℡ 930－7818 
 

  

･全国家読ゆうびんコンクール表彰式  
講評：柳田邦男氏 
（日本一の読書のまち三郷応援団長） 

・読書活動発表 
（早稲田小・彦糸中・ 
三郷読書R&Lの会） 等 

※ 読書フェスティバル問い合わせ先 
教育委員会指導課  ℡ 930－7758 

 
 

11月 11日三郷文化会館大ホールを 
会場に三郷子どもフォーラムが開催。埼玉県青少年の主張大会で優勝
した彦成小 6年鈴木奏さんをはじめ、多くの小中学生の発表がありま
した。その中で、桜小学校の 5・6年生は谷川俊太郎の『ともだち』の
詩を群読。「ともだちってなんですか？」「好きなものがちがっても 
ともだちはともだち。言葉がつうじなくても  
ともだちはともだち。年がちがっても ともだ 
ちはともだち 。だれだって、ひとりぼっちで 
は生きてゆけない」「桜小はみんながともだち。 
桜小のともだちを大切にしながら、もっととも 
だちの輪も広げていきます」と、心豊かなメッ 
セージのある群読に観客のみなさんからは大き 
な拍手が送られました。 

11月 18日（土）のららほっと 
お話会の担当は第３期第 5期 
の子ども司書（中学 1年・3年）。 
幼い子供たちは中学生のお姉ちゃ 
んお兄ちゃんの読み聞かせに身を 
のり出してお話の世界に入り込ん 

№９４ 

平成２９年 

１２月 

三郷市教育委員会 

（Read ＆ Lead）〈現在高校生・元子ども司書〉 玉川大学出版部 

出張図書館イベント 
大人のためのお話会大盛況！！ 

  

定期的に北部図書館で開催されてい
る「大人のためのお話会」が戸ヶ崎
のコミュニティセンターで 11/23に
開催。図書館司書による古典の朗読
「枕草子」「方丈記」「落語/芝浜」が
大人気でした。12月 23日（2時～）
には北部図書館で開催予定。 

養成講座の子どもたち 16名が、早
稲田図書館で初春の福袋の本選び
のお手伝いをしました。どんな本
が福袋に入っているか楽しみです
ね。福袋は１月５日から貸出です。 

 
でいました。子ども司書たちも楽しんで読み聞かせをして
いて、両者の間にはほんのりとした信頼関係が芽生えてい
ました。自主的にお話会を進める子ども司書の姿からは頼
もしさが伝わってきました。 

●各図書館・コミュニティセンター・彦

成、東和東、高州の各地区文化センタ

ーで申し込み 

●ハガキで申し込み 

①氏名 ②郵便番号・住所  

③電話番号 ④同伴者氏名(2 名申し

込みの場合）を記入の上 郵送  

〒341-8501 三郷市花和田 648－1 

 日本一の読書のまち推進室宛 

●三郷市ホームページから申し込み 

 

 

〈早稲田図書館〉 


