
 

  うさぎ通信 ─図書館だより─      

                                               

 

花が咲くことを「花笑
はなえ

み」と言います。学校にも色とりどりの花が咲いています。 

花が咲いたような笑顔のことも「花笑み」と言いますが、皆さんの笑顔も満開ですね。 

さて、７年生の皆さんは、学校に慣れてきましたか？ ８年生、９年生の皆さんは、 

新しい目標に向かって頑張っていることでしょう。 

図書館は、小・中共通です。小学１年生から中学９年生までが一緒に利用しますので、 

ゆっくりとした動作で、静かに過ごしましょう。また、上の窓にカーテンがつきました。 

下から突っ張って支える金具が取り付けてあるところでは、触らないように特に気を付け 

てください。マナーを守り、大切に使いましょう。 

図書館では、みなさんを応援する本がたくさん待っています。休み時間や放課後を上手 

に利用して来てください。 

 

 

☆★☆ 特集コーナー ☆★☆ 
  

 ４月23日 子ども読書の日 (4/23～5/12「こどもの読書週間」) 

           また、スペインやヨーロッパ、アメリカなどでは、「サン・ 

ジョルディの日」として、本を贈る習慣があります。 

           ユネスコは、シェークスピアにちなみ「世界・本と著作権
ちょさくけん

の日」 

としています。 

 

 

４月２３日の「子ども読書の日」から５月１２日までは、 

「こどもの読書週間」です。 

図書館では、「特集コーナー」や「文化委員のおすすめ本」 

のコーナー、読書貯金などの取り組みをしていきますので、 

ぜひ借りてください。期間中は、５冊まで借りることがで 

きます。 

    読書貯金を貯めよう!!  

読んだ本のページ数を貯める「読書貯金」、言わばこころの貯金
．．．．．．

です。一年間貯めると 

りっぱな読書記録ができあがります。一冊貯まると、もう一冊借りられる「おまけ券」と 

交換します。学年末に表彰も予定しています。ぜひ頑張って、たくさん読んで、たくさんペー

ジを貯めましょう。なお、ひとこと感想は、掲示板や図書館だよりで紹介することがあります。 

 

※ 貯金ができる本・・・・・物語、絵本、伝記読み物、ドキュメンタリー、科学や社会の読み物 

 貯金ができない本・・・マンガ、スポーツのルールブック、なぞなぞ、迷路、工作、料理の本など 

 

                                   表紙                  

              
  

              読んだ本のページ数を貯める通帳です 
                                        
                       学年    組     番 
     

氏名                            

      (   冊め) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     文化委員のおすすめ本のPOPを、本と一緒
いっしょ

に掲
けい

示
じ

します。 

出来たものからどんどん紹
しょう

介
かい

していきますので、ぜひ借りてください。 

 

  文化委員長、権田壮一朗くんからは、滝上耕
たきがみこう

著『青春ぱんだバンド』・・・《進学校に通う

新城は、ある日地元のヤンキー農高生に脅
おど

されてバンドを組むことになるが・・・。》 

宮本あゆなさんからは、宮
みや

下
した

恵
え

茉
ま

著『ガール！ガール！ガールズ！』・・・《木
き

内
うち

日
ひ

菜
な

、中学

２年生。テニス部で「心友」もいて、結構うまくやれてた。けれど、学校一のルックスのあいつの一

言で、日
ひ

菜
な

が守ってきた世界は崩壊
ほうかい

した。》 ぜひ読んでみてください。 

平成 28年  4月  28日  

玄海小中学校図書館 白石 

4/22朝読書の時間 

文化委員長より、放送

でお知らせしました。 

学期の終わりごとチェッ

クします。その前に貯まっ

たら持ってきてください。 

 

しおりやﾎﾟｽﾀｰなどがもら

えるｷｬﾝﾍﾟｰﾝもあります。 

しおり・ﾎﾟｽｶｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中 

予告： ５/２(月)～１２(木)に本を借りた人で、文化委員とジャンケンをして勝った 

人には、こどもの読書週間しおりをプレゼント！  １人１枚まで  



      図図書書館館利利用用ににつついいててのの  

おおねねががいい  
  

① 図書館でのマナーを守って、利用してください。 

本は、手に持って読みます。皆が気持ちよく利用できるよう行動しましょう。 

 図書館入り口に「図書館利用案内」を貼っています。著作権
ちょさくけん

やプライバシーに気をつけ

ましょう。 

 「読み聞かせコーナー」は、小学生優先です。小学生が来たら席を譲
ゆず

るか、読み聞かせ

をしてあげましょう。  

② 返却日を守りましょう。期日までに読めなかったときは更新
こうしん

手続きをしてください。 

③ 本を返すときは、バーコードを読みこんでもらったことを確認
かくにん

して、カウンター当番の

文化委員に預けてください。返す場所が分かる人は、きちんと返しましょう。 

 

《《図書館にうさぎがいる？！》》  

  玄海中５年目となりました、本を読まないと眠れない、うさぎ先生こと白石智恵です。 

 スノーボード(しばらく滑
すべ

ってないですが)と石
．
が大好きで、美しいものやおいしいものに目があ

りません。特技は、アナウンスです。 

ロックバンドで洋楽を歌っていました。どうぞよろしくお願いします。 

 

うさぎ先生と呼ばれるわけ 

 俣野
またの

温子
あつこ

さんの描く『いじわるうさぎ』の性格に似ていたからとも、 

 「いじわるうさぎ」の正直で竹を割ったような性格にあこがれていたからとも･･･。 

『いじわるうさぎ』って？？？ 

  心の窓が大きく開いている人が好きで、えらそうにしている人が大きらい。 

  笑ったり、泣いたり、怒ったり･･･正直で、本当はいじわるなんかじゃない。 

  キレイなもの、かわいいもの、さくらんぼに目がない。 

 

 俣野
またの

温子
あつこ

さんの本 エッセイ 詩 絵本 丸テーブルに展示  

 玄海中には、１冊もないので、他の学校から借りる予定です。 

『やさしいこころにはひびがはいっている』おすすめ!! 

『いじわるうさぎの日記』《『笑顔』 私が笑うと あなたも笑うから 私はいつも笑っている･････。》 

『いじわるうさぎ』絵本  『いじわるうさぎの正体』  『ドキドキ』 『ワクワク』  

  

   
      「うさぎ先生のおすすめ本」 図書館ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝより 

１年生ﾌﾞｯｸﾄｰｸﾃｰﾏ②「知らない世界へ」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

パネルシアター     『これはのみのぴこ』  

 「図解 音楽の世界３ 金管楽器」 アラン・シップトン 著 760シ   

 『ビート・キッズ』 風野潮 作  913カ   

『ダーリンは外国人』 小栗左多里 著   726オ 

『時の書Ⅰ 彫刻ちょうこくされた石』 ギョーム・プレボー 著  953フ      

『天山の巫女みこソニン』１～５ 菅野雪虫すがのゆきむし 著 913ス      

 ２年生ﾌﾞｯｸﾄｰｸﾃｰﾏ③『私らしさは誰が決める？』＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

『王さまと王さま』ﾘﾝﾀﾞ･ﾊｰﾝ/ｽﾀｰﾝ･ﾅｲﾗﾝﾄﾞ 絵・文  Ｅオ 

『シンデレラウミウシの彼女』 如月きさらぎかずさ 著  913キ      

『「海の宝石」とよばれる生き物 ウミウシの大研究』 濱谷巖 監修 48ウ 

『ミッドナイト 真夜中の妖精』ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･ｳｨﾙｿﾝ 著 933ウ 

『チェンジング』 吉富多美 著  913ヨ 

『伝説のエンドーくん』 まはら三桃 著  913マ 

３年生ﾌﾞｯｸﾄｰｸﾃｰﾏ①「色いろいろ」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
『木曜日は曲がりくねった先にある』 長江優子 著 913ナ 

『色神さまと色のひみつ』ポーポー・プロダクション 著 14イ        

『あの日、ブルームーンに。」 宮下恵茉えま 著 913ミ 

『リボン』 草野たき 著 913ク 

『わからん薬学事始ことはじめ』まはら三桃みと 著 913マ 

ﾌﾞｯｸﾄｰｸﾃｰﾏ②「時間を超えて」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
『ちょっと今から仕事やめてくる』 北川恵海 著 913キ 

『タイムマシン』ｱﾆﾘｰﾙ･ｾﾙｶﾝ 著  913ア 

『親子で楽しむｱｲﾝｼｭﾀｲﾝとﾀｲﾑﾄﾗﾍﾞﾙの世界』 佐藤勝彦 著 42サ 

「よるの美容院」 市川朔久子さくこ 著 913イ 

『天あめと地つちの方程式』１・２  富安陽子 著   913ト 

      

他にもこんな本 

『医学のたまご』海堂尊 著 913カ      『セカンドウィンド』川西蘭 著 913カ 

『穴』・『歩く』ﾙｲｽ･ｻｯｶｰ著 933サ     『送り人の娘』廣嶋玲子 著 913ヒ 

『植物図鑑』 有川浩 著 913ア      『たまごを持つように』まはら三桃 著 913マ 

『サイエンス・クエスト 科学の冒険』アイニック・ニュート著 404ニ 

『西の魔女が死んだ』 梨木香歩 著 913ナ   

『カメレオンを飼いたい！』 松本祐子 著 913マ   

 

5/2(月)から展示・ 

貸出予定です！ 

ぜひ見てね。 

小学生も利用します。 

ゆっくりとした動作で、落ち着い

て行動してください。良いお手本

となってください。 

よろしくね！ 


