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第３回松阪市第３回松阪市第３回松阪市第３回松阪市 図書館を使った調べる学習コンクール図書館を使った調べる学習コンクール図書館を使った調べる学習コンクール図書館を使った調べる学習コンクール 

今年は８８作品の応募があり、審査の結果入賞作品が決定しました。 

 

 

 

    

入賞作品展示期間：入賞作品展示期間：入賞作品展示期間：入賞作品展示期間：12/812/812/812/8日（火）～日（火）～日（火）～日（火）～12/2712/2712/2712/27（日）（日）（日）（日）    

 今月の特集 

一般コーナー 

「「「「年末年始に向けて！年末年始に向けて！年末年始に向けて！年末年始に向けて！」」」」    

 ますます寒くなってきましたね。冬はこれからが本番です。 

そこで、今月は寒い冬をあたたかく過ごせるようにさまざまな 

ジャンルの本を集めてみました。 

 本を参考にして、年末年始を楽しく過ごしてみませんか？ 

 

『こころとからだのあたため読本』  

暮しの手帖社（590 コ） 

            

 冬のおかずとごちそうスープ、ネックウォーマーや 

靴下、ぬくもりあふれる物語など、あたたかく暮らす 

ために役立つ情報が盛りだくさん。こころもからだも 

じんわりとあたためて、健やかに過ごしましょう。 

 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

児童
じどう

コーナー 

「「「「たのしいクリスマス☆たのしいクリスマス☆たのしいクリスマス☆たのしいクリスマス☆」」」」    

もうすぐ待
ま

ちに待ったクリスマス！今月
こんげつ

は 

クリスマスがもっともっと楽
たの

しくなるような本
ほん

を集
あつ

めました。 

本を読
よ

んでおうちでもワクワクしてくださいね！ 
 

 

『クリスマスのおかいもの』 （E ク） 

たしろちさと／作
さく

 講談社
こうだんしゃ

 
                

もみのきマンションに住
す

むうさぎのはなちゃん 

たちは、クリスマスプレゼントを買
か

いに、商店街
しょうてんがい

 

 へでかけます。みんなはどんなプレゼントを選
えら

ぶ 

のかな？ 

 クリスマスのキラキラした気持
き も

ちのこもった 

おはなしです。 

最優秀賞 ２作品 小学校１・中学校１  

優秀賞  ４作品  小学校３・中学校１  

努力賞  １０作品  小学校９・中学校１  

お知らせお知らせお知らせお知らせ 

１２月２８日（月）～１月４日（月１２月２８日（月）～１月４日（月１２月２８日（月）～１月４日（月１２月２８日（月）～１月４日（月））））年末年始休館となります。 

休館中の返却はブックポストをご利用ください。年末年始にたくさんの本を 

読んでいただけますよう、１２月１５日（火１２月１５日（火１２月１５日（火１２月１５日（火）～２７日（日）～２７日（日）～２７日（日）～２７日（日））））の間、貸出が 

おおおお一人１５冊、３週間一人１５冊、３週間一人１５冊、３週間一人１５冊、３週間となります。 

 

かかかかのんとあそぼッ♪のんとあそぼッ♪のんとあそぼッ♪のんとあそぼッ♪「ピ「ピ「ピ「ピアノとおはなし会」アノとおはなし会」アノとおはなし会」アノとおはなし会」 

うた・人形劇・パネルシアター・ペープサートなど親子で 

楽しみましょう♪みんな！そろって来てネ♪ 

日時：１２月１９日（土） 

      １０：３０～１１：３０ 

場所：１階おはなしコーナー 

主催：音楽ボランティアかのん「おはなし隊」 

見に 

来てね☆ 



 
 

11月
がつ

の「松阪
まつさか

っこおすすめＢＯＯＫ
ブ ッ ク

」は 

１１１１１１１１件件件件
けん

    おすすめしましたのよ。 

図書館
としょかん

で 新
あたら

しい本
ほん

との出会
で あ

いがあるといいわね。 

みんなの投稿
とうこう

、児童
じどう

コーナーにてまだまだ募集中
ぼしゅうちゅう

よ☆   おすすめ大好
だいす

きな 

                               いちおし子
こ

 

☆今月のおはなし会☆  

絵本
えほん

や紙芝居
かみしばい

など楽
たの

しさいっぱいのおはなし会
かい

です。申込
もうしこ

みは必要
ひつよう

ありませんので、 

お気軽
きがる

にご参加
さんか

ください。場所
ばしょ

は１階
かい

おはなしコーナーです。 

「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会   毎週土曜日 

12 月 5 日(土)・12 日(土)・19 日(土)・26 日(土) 

いずれも 15:00～15:30 

「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）  毎月第４水曜日 

12 月 23 日(水) 11:00～11:30 

スタッフによる「おはなしのとおりみち」スタッフによる「おはなしのとおりみち」スタッフによる「おはなしのとおりみち」スタッフによる「おはなしのとおりみち」  毎月第３日曜日 

12 月 20 日(日) 15:00～15:３0 

図書館カレンダー  休館日（（（（月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日））））    

12月                       1月                        2016年 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5       1111    2222    

6 7777    8 9 10 11 12  3333    4444    5 6 7 8 9 

13 11114444    15 16 17 18 19  10 11 11112222    13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  17 11118888    19 20 21 22 23 

27 28282828    29292929    30303030    31313131       24 22225555    26 27 28 29292929    30 

31 

12 月28 日(月)～1 月4 日(月)          1 月11 日(月) 祝日開館 

年末年始のため休館します        1 月12 日(火) 休館します 

 

 

 

『偽恋愛小説家』 森晶麿／著  朝日新聞出版社 （Ｆモ） 

 

新進気鋭のイケメン恋愛小説家 夢宮宇多と 

駆け出し女性編集者 井上月子のコンビが、 

おとぎ話になぞらえた謎を解き明かす物語。 

  この二人のじれったい恋愛模様も見どころ 

のひとつです。恋愛×ミステリの新ジャンルを 

ぜひあじわってみてください。    （Ｏ） 

 

 

先月の新着案内先月の新着案内先月の新着案内先月の新着案内    
＜日本小説＞＜日本小説＞＜日本小説＞＜日本小説＞    

明治・金色キタン      （畠中 恵） 

デス・エンジェル     （久間 十義） 

ヨイ豊          （梶 よう子） 

ポンコツ探偵の名推理   （滝田 務雄） 

黒のコスモス少女団    （朱川 湊人） 

ネンレイズム/開かれた食器棚 

（山崎 ナオコーラ） 

運命の花びら 上･下   （森村 誠一） 

あこがれ        （川上 未映子） 

ボス・イズ・バック    （笹本 稜平） 

＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞    

天国からの電話      （ﾐｯﾁ･ｱﾙﾎﾞﾑ） 

国を救った数学少女    （ﾖﾅｽ･ﾖﾅｿﾝ） 

書店主フィクリーのものがたり 

（ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ･ｾﾞｳﾞｨﾝ） 

悪夢はめぐる     （ｳﾞｧｰｼﾞﾙ･ﾏｰｶﾑ） 

＜児童向け＜児童向け＜児童向け＜児童向け    よみもの＞よみもの＞よみもの＞よみもの＞    

べんり屋、寺岡の冬。   （中山 聖子） 

つくしちゃんとすぎなさん（まはら 三桃） 

二日月         （いとう みく） 

ニコラといたずら天使 （ｷｬﾛﾗｲﾝ･ｱﾀﾞｰｿﾝ） 

神々と戦士たち ２   （ﾐｼｪﾙ･ﾍﾟｲｳﾞｧｰ） 

スプーンは知っている   （新藤 悦子） 

黒魔女の騎士ギューバッド part3  

（石崎 洋司） 

＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞    

とおいほしでも     （内田 麟太郎） 

ボタンちゃん       （小川 洋子） 

ノラネコぐんだん おすしやさん 

（工藤 ノリコ） 

ホワイトクリスマス  （ｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ） 

ひゃくえんだま     （ねじめ 正一） 

おもち!         （石津 ちひろ） 

    

新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。    

このほかにもたくさんの本が入りました。このほかにもたくさんの本が入りました。このほかにもたくさんの本が入りました。このほかにもたくさんの本が入りました。    

ぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてください！！！！    


