
 

吉野万理子／著  宮尾和孝／絵  学研教育出版 

うつのみやこども賞とは？ 

小学校５・６年生の子ども達

が、１年間に出版された児童図

書４０冊を読んで、一番「友達

にすすめたい本」として１作品

を選び、「うつのみやこども賞」

を贈ります。 

３月３日（日）、平成２４年度最後の選定会議が行われました。 

まずは、３月の「月の本」を決め、大賞を決める会議に入りました。 

上半期から『糸子の体重計』（いとうみく／著）、下半期から『劇団６年

２組』（吉野万理子／著）が選ばれました。選定委員たちが様々な意見

や感想を出し合った結果、第２９回うつのみやこども賞は『劇団６年２

組』に決定しました。 

選定委員のみなさん、１年間ありがとうございました。 

受賞記念講演会 
著者の吉野万理子氏をお招きして、受賞記念講演会を開催します。 

◆日 時 ５月２６日（日）午後１時３０分～３時  

◆会 場 中央図書館３階集会室（明保野町） ◆定 員 ６０名  

◆申込み ５月６日（月）午前９時３０分から直接または電話で中央図書館６３６－０２３１まで 

    選定委員募集 
平成２５年度（第３０回）の選定委員を募集します。 

◆対 象 市内の小学５・６年生。中央図書館で月１回（第１日曜日の午前中）行う選定会議に 

年間を通じて参加できる人。  

◆申込み ４月２日（火）午前９時３０分から直接または電話で中央図書館６３６－０２３１まで 

 

‐あらすじ‐ 

卒業式の少し前、お別れ会で劇をやることになった６年２組。なんとか探して

きた台本でスタートしたけれど、役の気持ちが今一つわからない。実際の友だち

の気持ちだって、なかなかわかりづらいもの。 

そんな６年２組の自分たちだけの劇が、今、幕を開ける。 

 

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用） 
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《選定委員の感想》 

・自分のクラスに似ていて、すごく共感できたし感動的。 

・どんどん深まっていくクラスのきずなに感動した。 

・６年２組のみんなそれぞれの個性が光っていた。 

・シンデレラの劇をとおして「相手の気持ちを考える」ということを

学べる、すごくいい本でした。 

・劇をつくる努力や大変さを感じた。 

 



 

各図書館で小学生向けのおはなし会を開催しています。読み聞かせやストーリーテリング（素話）による

おはなし会です。大人の方も楽しめますので、ご家族で遊びにきてください。 

 

 

館 中央図書館 東図書館 南図書館 河内図書館 

日 第２土曜 第４土曜 第３土曜 第２・４日曜 第１土曜 

時 2：30～3：00 2：30～3：00 2：30～3：00 3：00～3：30 2：30～3：00 

名称 おはなし会 ※おはなし玉手箱 おはなし会 おはなし会 おはなしサロン 

内容 

本の紹介 

素話 

読み聞かせなど 

素話 

本の紹介 

素話 

読み聞かせなど 

読み聞かせ 

素話など 

読み聞かせ 

素話など 

  ※中央・東図書館では、春・夏・冬にストーリーテリング（素話）によるおはなし会「おはなし玉手箱

スペシャル」を開催しています。春の巻を最終ページでご案内しています。 

 

図書館のホームページの中には、こどものページがあります。あたらしい本の紹介やおはなし会の日程、  

調べ学習に役立つ情報などが載っています。こちらもぜひご覧ください。 

                                    

                                   

 

よむよむコーナー 自分ひとりで読めるようになってきた子ども（小学１年生くらい）向けの物語の 

本を集めたコーナーです。【中央・東・南図書館】 

 

新着コーナー  新しく図書館で買った児童書が置いてあります。 

ぴかぴかの本をチェックしてみてください。 

 

特集コーナー  季節や行事など、その時々のテーマを決めて本の紹介をしています。 

掘り出し物の楽しい本がみつかるかもしれませんよ。 

 

冊子「このほんだいすき」  小学生へおすすめする本を学年別に紹介した冊子 

「このほんだいすき」を各図書館児童コーナーで配布 

しています。この冊子に載っている本を集めたコーナーもあります。 

   探している本が見つからない等、わからないことがあれば、お気軽に職員におたずねください。 

 
子どもの読書のおてつだい 

～図書館の児童サービス～ 

図書館では赤ちゃん向け・幼児向け・小学生向けのおはなし会をはじめとして、年齢別おすすめの本  

リストの作成、うつのみやこども賞、宮っ子ふれあいブックなど様々な児童向けサービスを行っています。

その中から、今回は小学生向けのサービスについてご紹介いたします。 

 

各図書館の小学生向けおはなし会の日程 

 こんなコーナーがあります。 

図書館ホームページの           をチェック 

おはなし会に行ってみよう！ 



もうすぐ一年生のかこちゃん、赤いラン

ドセルがうれしくて、だれかに見せたくな

りました。きつねの子、ねずみのランドセ

ルを見るとみんなは…。小学校へいく前の

わくわくした気持ちがかわいらしく描か

れています。 

 

学校ってどんなところだろう。 

登校から朝の会、授業、休み時間、給食、

掃除まで、小学１年生クラスの１日を追った

写真絵本です。 

学校のさくらの木にもさくらんぼができ

るってしっていますか？ 

みんなの入学を彩ってくれるさくらの

春・夏・秋・冬の姿を教えてくれます。 

 

『みてよ 

ぴかぴか 

ランドセル』 

あまんきみこ／文  

西巻茅子／絵 

福音館書店 

『１ねん１くみの 

１にち』 

川島敏生／写真・文   

アリス館  

『さくら』 

長谷川摂子／文 

矢間芳子／絵・構成 

 福音館書店 

 しゅんちゃんは１年生。 

２年生のおにいさん、おねえさんとがっ

こうたんけんをすることになりました。 

がっこうにはなにがあるのかな？ 

がっこうたんけんのはじまりです！ 

『いちねんせいの 

がっこうたんけん』 

おかしゅうぞう／さく  

ふじたひおこ／え   

佼成出版社   

『平林都の接遇道』 

 平林都／著 大和書房 

 ちょっとした仕草や言葉の 

使い方が人を引きつける。 

逆になぜか遠ざけてしまう。 

なぜなのか自分では気づかない部分に 

気づかせてくれます。 

 

『人事部は見ている。』 

 楠木新／著 

日本経済新聞出版社 

 組織はどのように機能して 

いるのか。人事担当の部署は 

どのような役割を担っているのか。その中でどの

ような働き方をしていくのかを考えます。 

 

『夢をかなえるゾウ』 
 水野敬也／著  飛鳥新社 

 ビジネスマン向けの自己啓発本であり、ファ

ンタジー小説でもあります。自分は神様だとい

う謎の生物・ガネーシャによって、自らの人生

を変えていく物語です。 

 『入社 1年目の教科書』 
 岩瀬大輔／著 ダイヤモンド社 

 読みやすい仕事のやり方案内です。 

今新人のあなたにも、後輩のできた数年後の

あなたにもおすすめの本です。 

 
『道は開ける』 
 デール・カーネギー／著 創元社 

 今日一日の枠の中で生きよう。６０年以上前

に書かれた、悩みに対処するためのアドバイス

ブック。いまだに古さを感じさせないベスト 

セラーです。 

 



 

中央図書館（明保野町）℡ 028-636-0231 

おはなし玉手箱スペシャル  春の巻 ～おはなしの世界を楽しもう！～ 

世界や日本の昔話など、ストーリーテリング（素話）によるおはなし会です。 

 

 

 

◇対 象 小学生から大人まで ◇定 員 先着各６０名 ◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 

※参加者にはスタンプカードを配っています。スタンプを集めると、プレゼントがもらえます。 

場 所  東図書館（中今泉３丁目） 中央図書館（明保野町） 

日 時 ４月１３日（土）午後２時～３時 ４月２７日（土）午後２時～３時 

会 場 ２階集会室 ３階集会室 

第１８３回 落語会 

視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテープ作成のための落語会を、宇都宮落語研究会のご協力に

より開催します。どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。 

◇日 時 ５月１８日（土）午後２時～４時  ◇会 場 中央図書館３階集会室   

かんたん・遊べる工作教室 
「ファインフィールドフェスティバル２０１３」の一環として、工作教室を開催します。 

◇日 時 ４月２１日（日）午前１０時～正午 （この時間内で随時受付） 

◇会 場 中央図書館３階集会室  ◇対 象 幼児から小学生まで 

◇内 容 「ぶんぶんごま」「ＵＦＯフリスビー」の工作（持ち物不要）  ◇定 員 先着１００名 

                          
                     

南図書館（雀宮町）℡ 028-653-7609 

南としょかん子どもフェスティバル 

「体験と文化」をテーマとした、子ども向けのイベントを開催します。ぜひご家族でおいでください。 

◇日 時 ４月２９日（月・祝）午前１０時～午後３時３０分 

◇内 容 ヒップホップダンスのパフォーマンスと親子ダンスレッスン（レッスンのみ要申込４月１６

日（火）から）、指書道、バルーンパフォーマンス、おりがみ、お茶会、フリースローゲーム、 

収穫体験（要申込４月１７日（水）から）、工作教室、司書の仕事体験、図書館ウォークラリ

ー、おはなし会スペシャル、模擬店など ※詳しくはポスター、チラシをご覧ください。 

 

上河内図書館（中里町）℡ 028-674-1123  

「上河内図書館おはなしボランティア養成講座」参加者募集！ 

◇日 時 ６月４、１１、１８日、７月９、１８、２３日（全６回 火曜日、７月１８日のみ木曜日） 

     午前１０時から正午  ◇会 場 上河内図書館  ◇定 員 先着２０名 

◇対 象 全回出席でき、修了後に上河内図書館で「おはなしボランティア」として活動できる人 

◇内 容 おはなしボランティアとして活動する際に必要な心構えと基本的知識、ストーリーテリング

（素話）、絵本の読み聞かせなどについての説明や実習。 

◇申込み ５月８日（水）午前９時３０分から直接または電話で上河内図書館まで 
 

 

 

 

 

 

編集・発行 

宇都宮市立 中央図書館 明保野町７番５７号 〒320－0845 ℡028－636－0231 

 東図書館 中今泉３丁目５番１号 〒321－0968 ℡028－638－5614 

 南図書館 雀宮町５６番地１ 〒321－0121 ℡028－653－7609 

 上河内図書館 中里町１８２番地１ 〒321－0414 ℡028－674－1123 

 河内図書館 中岡本町３３９７番地 〒329－1105 ℡028－673－6782 

 

第１８９号 平成２５年４月１日 

■ 特別整理期間のお知らせ  蔵書点検作業のため、下記のとおり休館になります。 

上河内図書館  ５月２２日（水）から ５月２８日（火）まで 

東図書館    ６月 ５日（水）から ６月１２日（水）まで 


