
E-Mail　　lib.ichinohe@ichi-culture.jp
HP　     　 http://ichinohe-lib.sakura.ne.jp
twitter　   いちのへ文化・芸術NPO＠NpoLib

TEL　　 　0195-31-1400
FAX　　　0195-31-1888一戸町立図書館発行

〒028-5312　岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森 117-2

 指定管理者：いちのへ文化・芸術NPO　　

一戸町立図書館だより

ぶ っ く ん レ タ ーぶ っ く ん レ タ ー
2016.9.1 発行
（隔月 1日発行）
　　　vol.22

第 38回一戸町読書に関する作文コンクール　作品募集！

一戸町では、皆様から本を通じた体験談の作文や読書感想文を募集します。

皆様からの感性あふれる作品をお待ちしております。

【募集期間】  8月1日(月) ～ 10月14日(金)

※募集要項、応募票は一戸町立図書館ホームページからダウンロードが出来ます

【応募作品】　読書や本に関する作文・読書感想文

【応募対象】　一戸町在住の方、一戸町に通勤・通学されている方

【応募規定】　・小学校低学年　・・・原稿用紙（400 字詰め）　600 字～ 800 字

　　　　　　・小学校中高学年・・・　　　　〃　　　　　 　800 字～ 1200 字

　　　　　　・中学生　　　　・・・　　　　〃　　　　　   1200 字～ 2000 字

　　　　　　・高校生～一般　・・・　　　　〃　　　　  　 1600 字～ 2000 字

原稿用紙の書き出しは、題名・学校名・学年・氏名を記入してください。

なお、これらは本文の字数には含まれません。

応募作品は、自筆の作品のみとします。（コピー不可）

各部門とも未発表のもので、一人 1点とします。

著しい誤字・脱字や文章の校正がなされていない場合は

審査の対象から外す場合があります。

応募票を添付してください。

　９・10 月　カレンダー

●としょかん映画会　11：00 ～
　 9 月 24 日（土）『はらぺこあおむし』（18分）
   10 月 22 日（土）『ダヤンの不思議な冒険』（12分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：幼児から小学生

●とことこおはなし会　10：45 ～　
　  9 月 16 日（金）テーマ：「ごはん」
　10 月 21 日（金）テーマ：「ハロウィン」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児

イベント ・ 展示のご案内

開館時間　平　日　　　　 　 10:00 ～ 19:00
　　　　　土・日・祝日　 　　9:00 ～ 18:00
休館日　　毎週月曜日（祝日は開館）
　　　　　祝日の翌日

子どもといっしょに

　　絵本のある時間を
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●リーヴルシネマ　（一般向け図書館映画会）
　  9 月 9 日（金）14：00 ～
　  「オボエテイル」（126 分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：一般

●講談社 本とあそぼう！全国訪問おはなし隊
　  9 月 11 日（日）15：00 ～ 16：05
場所：一戸町立図書館
対象：どなたでも参加できます

●特別展示　
　 「敬老の日 おすすめの本」展
　　　　　　　　8月 30 日～ 9月 25 日
     「絵本の魅力～世代を超えて～」展
　　　　　　　　10 月 27 日～ 11 月 9日

絵本の中にでてくるお菓子（料理）でおいしい時間を…
　絵本を読んでいると、おいしそうな食べ物や料理がのっていることがあります。
読んだ後に、お子様やお孫さんと一緒に作ってみるのも楽しいですね。
『絵本からうまれたおいしいレシピ』（宝島社刊）には
『ぐりとぐら』のカステラや、『11 ぴきのねことあほう
どり』のコロッケなどのレシピが載っています。
　その他にも『絵本の中のおいしいスープ』（インフォ
レスト刊）や『バムとケロのおいしい絵本』（文溪堂刊）
などのレシピ集や、『3 歳からの親子クッキング』（赤
ちゃんとママ社刊）などの子ども向け料理本も所蔵して
います。ご家族のふれあいの時間にお役立てください。



　読書案内コーナー
読書の秋、 スポーツの秋、 食欲の秋……秋の夜長におすすめの一冊

　9月の図書館イベント案内

9 月 9日（金）14：00 ～

上映作品：『オボエテイル』（126 分）　※入場無料、予約は不要です。
原作：『遠い記憶』『前世の記憶』『緋い記憶』高橋克彦氏のオムニバス映画

講談社 本とあそぼう！全国訪問おはなし隊 がやってくる♪
9月 11日（日）　15:00 ～ 16:05
絵本をのせたキャラバンカーでの自由読書や、

おはなし隊とボランティアによる読み聞かせ

を行います。2～ 8歳くらいのお子さまを対象にしたプログラム

ですが、どなたでも自由に参加できます。
※入場無料、予約は不要です。

小さいころ両親を亡くした12歳の

ジョーは、一人でおばさんの家に

泊まりに行くことに。見知らぬ土地

で不安でしたが、同い年の女の子

やおばさんの友だちとも仲良くなり

楽しく過ごします。ひょんなことから
億万長者とも知り合いになり、ジョーをあととりにし

たいという話がでてきて……。

　『月は、ぼくの友だち』　
　　　　　　　　　ナタリー・バビット／作　こだまともこ／訳　評論社／刊

４年生に進級した陽太は、保育

所の時のいじめっ子たちと同じク

ラスになってしまいます。

ドッジボールでいじわるをされ、

みんなと遊ぶのをやめてしまった

陽太は、クラスで一人ぼっちだっ

た体の大きな男の子と仲良しに

なりますが……。

　『逆転！ドッジボール』
　　　　　三輪裕子／作　石山さやか／絵　あかね書房／刊

戦中 ・ 戦後の動乱期から、 高度

経済成長期まで、 大きく変化した

時代。 数々の写真から岩手県北

の風景と人々の暮らしぶりが伺え

ます。 昭和 20 年代の萬代舘の

演芸会の写真や、 昭和 45 年の

岩手国体のカラー写真など掲載。

『写真アルバム　岩手県北の昭和』
　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井久男／監修　いき出版／刊

名物なし、 観光地なし、 娯楽なし。

町役場で働く土方あゆみは、 何も

ないことを逆手に取り、 移住希望

者を募集します。 そこへやってきた

のは、ＩＴ系ベンチャー企業の若者に、

ニートの男性に、 駆け落ちカップ

ル……。 どこか訳ありのはぐれ者

（ストレンジャー） たちは限界集落

に馴染めるのか？

『ストレンジャー・イン・パラダイス』
　　　　　　　　　　　小路幸也／著　中央公論新社／刊

『夏井いつきの超カンタン！俳句塾』
　　　　　　　　　　　　　　　　夏井いつき／著　世界文化社／刊

  小学校
　高学年

「才能あり！」 で、ＴＶ番組に辛口

先生として出演している著者による

俳句指南本。 第１部では、 脳科

学者茂木健一郎氏と対談し、 脳

トレと俳句作りについて熱く語って

います。 第２部では著者のブログ

に応募のあった作品の添削指導

も掲載しています。

中高生
『表参道高校合唱部！３』
　　　　　櫻井剛ほか／脚本　桑畑絹子／小説　学研プラス／刊

人数不足による廃部というピンチ

を乗り越えてきたオモコー合唱部。

今度は「コンクールに入賞出来な

ければ同好会に格下げ」という更

なる大ピンチ!!今まで部を引っ張っ

てきた香川真琴は、私生活でも

頭を悩ませていた……。

リーヴルシネマ（一般向け図書館映画会）

　2016 年★夏のイベント報告　　参加者のみなさんありがとうございました！

7 月 27 日（水）、28 日（木）に一戸町観光天文台
台長の吉田偉峰氏を
お招きし、段ボール
で街を作ったり、星
をつないでオリジナ
ルの星座を作ったり
して楽しく学びまし
た。

7月 30 日（土）に作文教室を開きました。
この日までに本を読み、準備用紙に書き込んでもら
います。
本についてお話をし
ながら感想を引き出
します。（司書は本
を先に読んでいます）
みなさん一生懸命に
書いていました。

8月 6日土曜日、くらやみシアターを開催しました。
読み聞かせでは、「もっと読んでほしい」と嬉しい
言葉や、映画の上映では、「怖かったー」と感想が
ありました。

入口では、オバケ
風船などでみなさ
んをおでむかえし
ました～♪

8月 9日（火）～ 11 日（木）に「夏休み自由研究
応援隊！【相談会】」を開催しました。
本を読んでいるうちに、新たな疑問が生まれること
も多く「どうまとめよう？？」となる子も。
本だけでなく、実際に実験・観察をする方法が載っ
ていれば「やってみたい！」となる子も。
どの子も、楽しみながら（時には悩みながら）調べ
ていました。

親子 deサイエンス図書館
　空の地図であそんでみよう

書いてみよう！
　　　作 文 教 室

くらやみシアター
夏休み自由研究応援隊！

第10回

相談会

小学校で牛を飼うことになった

子どもたち。 当時小学 3 年生

だった少女が、 牛の世話をす

るなかで抱いた夢、 それは

「牛のお医者さん」 でした。

獣医になるために一生懸命

勉強する姿をえがいた絵本です。

『夢は牛のお医者さん』　
　　　　　　　　時田美昭／作　江頭路子／絵　小学館／刊

小学校
低学年

ＴＶドラマから生まれた青春ストーリーついに完結。

　地域情報・新着郷土資料　　

この本では 1945 年 8 月 15 日の

「戦争が終わった日」 から、 戦後

の暮らしぶり （「貰い風呂」、 「ラジ

オは娯楽の王様」） や子どもたちの

遊び （「柿もぎ」 「イナゴとり遠足」）

などを、 ユーモアを交えた絵手紙で

紹介。 『ジジからの絵手紙 戦時中
の盛岡の子どもたち』 も所蔵しています。

『続 ジジからの絵手紙 戦後の盛岡の子どもたち』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅森　幸一／文・絵
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