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公益財団法人図書館振興財団が主催する「第 19 回図書館を使った調べる

学習コンクール（全国コンクール）」の入賞作品が決定しました。「墨田区  図

書館を使った調べる学習コンクール」金賞・銀賞・銅賞

の 67 作品と努力賞 37 作品の計 104 作品を含む、全国応募総数 70,056

作品の中から、観光庁長官賞１名、優秀賞・日本児童教育振興財団賞１名、

優良賞９名、奨励賞１４名の児童・生徒の作品が入賞・入選しました。  

 

 

 

☆観光庁長官賞☆ 

し・・・しりたい！！いのうただたか  籾山大空（両国小学校１年）  

☆優秀賞・日本児童教育振興財団賞☆ 

めざせ！！ぬかづけはかせ  伊藤創哉（柳島小学校２年）  

 

 

☆優良賞（小学生）☆ 

心を伝えることば  手話  井原くるみ（曳舟小学校３年）  

北斎はなぜ世界的に有名になったのか？  小野原光彩（東吾嬬小学校４年）  

いい湯だなぁ～♪  もっと美しくなるために  美人の湯の大研究  菊池花梨（両国小学校４年）  

知らざぁ言って聞かせやしょう  歌舞伎はじめて物語  庄子天悠（菊川小学校４年）  

さあ！筋肉のなぞを解き明かそう！人間と犬‘ちょぴっと’の筋肉大研究  田口文喜（曳舟小学校４年）  

～昔も今も貴重な資源～  江戸の水道事情  八馬志帆（曳舟小学校５年）  

☆優良賞（中学生）☆ 

アレルギーに苦しむ子供たちのために  段沼侖（墨田中学校１年）  

果ての向こうはどうなっているのか～宇宙の始まり～  菊池桃乃（両国中学校２年）  

身近な化学物質  食品添加物  私が食べているもの、安全かな？  中村恵（竪川中学校２年）  

 

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８  

墨田区立図書館のホームページ（ http://www.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  

 入賞作品  

 

 

入選作品  
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☆奨励賞☆ 

クモの糸たんけんたい  小野百合子（第三寺島小学校２年） 

ハキリバチのふしぎ  小堺優里奈（横川小学校２年） 

ようこそ魔法の庭へ  ジャレットが教えてくれたハーブの薬  井苅栞菜（両国小学校３年）  

われないシャボン玉を作ってみよう！  広沢凛（菊川小学校３年）  

牛乳からへんしん！？ヨーグルトのひみつ  成住すず（緑小学校３年）  

風ってなあに？  わたしの知らない風のせかい  森鈴花（菊川小学校３年）  

近視・遠視  同じ目なのに何がちがう？！目の大研究  川名凛空（横川小学校４年）  

ハチって天才！？ハニカム構造のひみつ  栗山真衣子（緑小学校４年）  

にがくておいしい飲みものなーんだ？  田中萌唯（曳舟小学校４年）  

アイヌ民族を知っていますか  唯緒利（二葉小学校５年）  

キセキの古代生物  カブトエビの秘密  戸邉大（錦糸小学校５年）  

四字熟語  手前味噌とは本当に手前味噌なのか  野田百花（両国小学校５年）  

走って走ってまた走る長距離の大研究！  田中初奈（曳舟小学校６年）  

色  ～世界は色の魔法であふれてる～  渡辺香音（緑小学校６年）  

 

入賞・優良賞・墨田区金賞・銀賞作品は、ひきふね図書館に展示する予定です。日程等につい

ては、改めてご案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2８年（2016 年）３月  

 

●図書館を使った調べる学習コンクールとは  

「なぜ？」「どうして？」等、身近で疑問に思ったこと、興味を持ったことについて、図

書館を利用して調べ、その内容をまとめた作品を応募するコンクールです。  

図書館の持つ力（蔵書、検索システム、レファレンスなどの調べる  

機能）を活用し、子どもたちの主体的に学ぼうとする力、情報を活用  

する力を養います。  

●選考の流れ  

各自治体で行う「地域コンクール」で審査の後、上位作品を全国  

コンクールに推薦します。  

 

 

●子育て講座「赤ちゃんのための絵本の  

読み聞かせとわらべうた」  

絵本の読み聞かせやわらべうたが赤ちゃ

んに与える効用について、実演をまじえて

お話します。  

［とき］3 月 12 日（土）午前 11 時から

正午まで［ところ］横川コミュニティ会館

4 階ゆうぎしつ［対象］乳幼児とその保護

者［費用］無料［申込み］当日直接会場へ  

●すみだ文化講座「水族館と水のいきもの」 

水のいきものの魅力や水族館の役割につ

いてお話ししていただきます。  

［講師］中坪俊之氏（すみだ水族館営業チ

ーム学術連携担当部長）［とき］3 月 13 日

（日）午後 2 時から 4 時まで［ところ］ひ

きふね図書館 5 階会議室［定員］先着 50

名［費用］無料［申込み］事前に直接また

は電話でひきふね図書館へ  
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■３月の特集コーナー   ※３月１日現在のテーマです。月の途中で変わる場合があります。  

施設名  場所  テーマ  

ひきふね図書館  一般書  世界に影響を与えた 50 冊  

  ティーンズサービス 人生の至楽は読書にあり  ～あなたに贈る  とっておきの一冊～  

  児童書  キャラクターがでてくる絵本  

  プロジェクトコーナー こころのメンテナンス  

緑図書館  一般書  北海道でしょ  

  ティーンズサービス  「へん？！な  いきもの」  

  児童書①  （3 日まで）へーんしん ! !  （4 日から）おはながいっぱい  

  児童書②  （3 日まで）ふゆいろいろ  （4 日から）おでかけしよう！  

立花図書館  一般書  応援します！  

  児童書  友だち  

  えほんのひろば おはなのえほん  

八広図書館  一般書①  ○○準備  

 
一般書②  サッカー★  

 
おすすめ  2015 年に入荷した本  

 児童書  ライオン  

東駒コミュニティ １階  一般書  笑って春を迎えよう  

会館図書室  ２階  一般書  レクイエムの名手ポルトレの名編  

 おはなしのもり （ 4 日まで）おかしで世界りょこう  （ 5 日から）だいすきがすき  

  おはなしれっしゃ （ 14 日 ま で ）ともだちになろうよ  （ 1 5 日 か ら ）ぶーぶーがたごとぷかぷか  

梅若コミュニティ 一般書①  脱○○！！  

会館図書室  一般書②  童話の世界  

  児童書  かもしれない  

横川コミュニティ 一般書  （ 15 日まで）東日本大震災から５年  （ 16 日から）さあ！始めよう！！  

会館図書室  児童書  （ 15 日まで）はるがきた  （16 日から）さようなら、こんにちは  

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  

書名：波瀾万丈！東武鉄道マン記－車両検修から博物館館長まで、花

上嘉成の鉄道人生５０年   著者：花上嘉成   出版社：交通新聞社  

下今市駅の近くで育ち、東武鉄道に入社、現在は東武博物館名誉館

長を務める著者が、自らの鉄道人生を語った一冊。特に長年携わった

車両の検査・修理業務の回想は、東武鉄道の車両の進化の歴史と著者

の鉄道への愛が感じられます。自ら撮影した写真類も充実。過去に活

躍した車両の貴重な姿を確認することができます。  

書名：京成押上線物語  

著者：澤村英仁  出版社：文芸社  

ひきふね図書館、八広図書館のすぐそばを走る京成押上線。京成線

のうち押上－青砥間の 6 駅 5.7ｋｍの区間のことを指します。著者は

葛飾区在住の郷土史家で、近隣住民への取材や地域資料をもとに、押

上線の歴史を紐解きます。都心への延伸計画の変遷、昨年夏に完了し

た全線の高架化など、地域とともに歩む押上線の歴史が分かります。 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成 2８年（2016 年）３月  
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■本を植える植本祭＆ミニセミナー  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）３月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  
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墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）３月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  
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墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）３月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ひきふね図書館  春の図書館祭り  
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墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）３月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■「寺中落研  落語会」報告  

■「まきまき工作会“天使を作ろう！”」報告  
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■３月１日～４月 10 日に開催する催し  

■開館時間  

施設  曜日  開館時間  

ひきふね図書館  月～土曜日  午前 9 時～午後 9 時  

＊こどもとしょしつは午後 6 時まで  

日曜日・祝日  午前 9 時～午後 5 時  

緑・立花・八広図書館  

すみだ女性センター情報資料コーナー  

火～土曜日  午前 9 時～午後 8 時  

日曜日・月曜日・祝日  午前 9 時～午後 5 時  

東駒形・梅若橋・横川コミュニ

ティ会館図書室  

月～土曜日  午前 9 時～午後 8 時  

日曜日・祝日  午前 9 時～午後 5 時  

■休館日  

館内整理日（毎月第３木曜日  ＊祝日にあたる場合は翌日）、年末年始、特別整理期間  

■場所・電話番号  

ひきふね図書館  

京島 1-36-5 ℡5655-2350 

東駒形コミュニティ会館図書室  

東駒形 4-14-1 ℡3623-1141 

緑図書館  

緑 2-24-5 ℡3631-4621 

梅若橋コミュニティ会館図書室  

堤通 2-9-1 ℡3616-1101 

立花図書館  

立花 6-8-1-101 ℡3618-2620 

横川コミュニティ会館図書室  

横川 5-9-1 ℡5608-4500 

八広図書館  

八広 5-10-1-104 ℡3616-0846 

すみだ女性センター情報資料コーナー  

押上 2-12-7-111 ℡5608-1771 

 

会場・問合せ先  催し名  日程  

ひきふね図書館  

＊墨田区ひきふね図

書館パートナーズに

よる企画は、４ペー

ジ～７ページを参照  

すみだ文化講座  ２ページ参照  

おはなしのじかん  ▼３月１日（火）・15 日（火）、４月５日（火）午

前 10 時半～  ▼３月 12 日（土）午後３時～  

おひざでえほん  ３月 22 日（火）  ▼午前 10 時～▼午前 11 時

～  

緑図書館  小さい子どものため

のおはなし会  

３月３日（木）、４月７日（木）午前 10 時半～  

おはなしのへや  ３月 16 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館  おはなし会  ３月５日～４月９日の毎週土曜日午後２時～  

赤ちゃんおはなし会  ３月 16 日（水）午前 11 時～  

八広図書館  おはなしとあそびの

じかん  

３月５日～４月９日の土曜日午前 10 時半～  ＊

３月 26 日を除く  

おひざでえほん  ３月 11 日（金）、４月８日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  ３月 15 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  ３月 26 日（土）午前 10 時半～  

東駒形コミュニティ  

会館図書室  

おはなしのもり  ３月５日（土）、４月２日（土）午後３時～  

おはなしれっしゃ  ３月 15 日（火）午前 10 時半～  

梅若橋コミュニティ  

会館図書室  

おはなし会  ３月５日～４月９日の毎週土曜日午後３時～  

横川コミュニティ  

会館図書室  

おはなしのじかん   ３月４日～４月８日の毎週金曜日午後３時 45 分

～  ＊３月 11 日は午後３時～  

子育て講座  ２ページ参照  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 28 年（2016 年）３月  


