
　11・12 月　カレンダー

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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※29日～1月3日年末年始休館

12　　　月
●としょかん映画会　11：00 ～
　11 月 26 日（土）子ども人形劇より
　　『かぐやひめ／てぶくろをかいに』（30分）
　12 月 24 日（土）ムーミン　パペット・アニメーションより
　　『冬のスポーツ大会／クリスマスイブ』（20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 ～　
　11 月 18 日（金）テーマ：「どうぶつ」
　12 月 16 日（金）テーマ：「クリスマス」
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

●リーヴルシネマ　（一般向け図書館映画会）
　  11 月 11 日（金）14：00 ～
　  「紅白が生まれた日」（72 分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：一般

●県立図書館巡回展示
　     「文学賞受賞図書展」　
　　12 月 2日（金）～ 11 日（日）

●製本教室
オリジナルの白本を製作。使い方はあなた次第！
12 月 11 日（日）10：00 ～ 12：00　
募集人数：10 名　参加費：500 円　※要申込

児童季節展示　ーじどうきせつてんじー

図書館児童コーナーでは、季節を感じられるような絵本の

展示・貸出や装飾をしています。

これまでに、たなばたや海の日・山の日、お月見などの

展示をしてきました。

11月からは、「クリスマス」に展示が変わります。幼児か

ら楽しめるクリスマス絵本や、クリスマスの心温まるお

話の絵本などさまざまです♪

子どもたちの感性を育む物語を絵本で楽しんでみませんか？

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　　

ぶっくん

一戸町立図書館だより

ぶ っ く ん レ タ ーぶ っ く ん レ タ ー 2016.11.1 発行
（隔月 1日発行）
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町内小・中学生が職場体験・施設訪問にやってきました！

9 月 28 日（金）、一戸中学校 2学年の４名が

図書館で職場体験に臨みました。カウンター

業務やレファレンス、ポップ作成を体験しま

した。

図書館の仕事はいかがでしたか？

みなさん、一日お疲れさまでした！

10 月 4日（火）、一戸中学校 1学年 7名が職場

訪問に訪れました。図書館の案内や図書館業務、

仕事に対する考えなどについてお話しました。

皆さんの進路の選択肢に図書館司書はどうでし

ょう？また、同日一戸中学校３学年５名がボラ

ンティア活動を行いました。図書館ではポップ

を作成しました。本と一緒に並べて展示中です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10 月 12 日（水）、奥中山小学校 2学年 26 名、

10 月 13 日（木）、小鳥谷小学校 2学年 9名が、

生活科見学にやってきました。

公共施設や図書館の使い方を学び、見学を行い

ました。普段見ることのできない閉架書庫の見学

や図書館の検索機を使って本を探し借りる体験

をしました。

図書館の使い方や仕事についてたくさん知っていただきました。一戸中学校、奥中山小学校、

小鳥谷小学校のみなさん、ありがとうございました！



　読書案内コーナー
テーマは 「今年話題のおすすめ本」　を紹介します！

　１１、 １２月の図書館イベント案内

11 月 11 日（金）14：00 ～

上映作品：『紅白が生まれた日』（72分）※入場無料、予約は不要です。

リーヴルシネマ（一般向け図書館映画会）

　地域情報・新着郷土資料　　

『海賊とよばれた男』上・下巻
　　　　　　　　　　　　　　　　百田　尚樹／著　講談社／刊

　　　　　　　　　　　　　　　出光興業の創立者 ・ 出光佐三

　　　　　　　　　　　　　　　をモデルとした主人公 ・ 国岡鐵造

　　　　　　　　　　　　　　　が、 戦後の混乱期から高度経済

　　　　　　　　　　　　　　　成長期へと続く激動の時代、 毅然

　　　　　　　　　　　　　　　とした態度で石油事業を通して日本

　　人の誇りを追求、 闘い続けた生涯を描いた物語。

　　第 10 回本屋大賞受賞、 2016 年 12 月 10 日

　　劇場公開。

　　　　　　　　　アルフレッド・アドラーの思想を、 「青年

　　　　　　　　　と哲人の対話篇」 という物語形式

　　　　　　　　　でまとめた一冊。 「どうすれば人は

　　　　　　　　　幸せに生きることができるか」 とい

　　　　　　　　　う哲学的な問いに、 シンプルかつ

　　　　　　　　　具体的な答えを提示する。 アドラー

の思想を知って、 あなたのこれからの人生はどう

変化する？ 2013 年発行から続くロングセラー本です。

『嫌われる勇気　自己啓発の源流「アドラー」の教え』
　　　　　　岸見　一郎、古賀　史健／著　ダイヤモンド社／刊

二戸エリアに潜む謎と不思議、 そして

歴史ロマンを紹介した冊子 1、 2 巻が

合本版となり、 リニューアル刊行！

自然 ・ 景観、 歴史、 文化 ・ 民俗、

人物と項目別に 21 の不思議が解き

あかされています。

巻末にエリアマップ掲載。 不思議いっぱいの二戸

エリアを探検してみませんか？

『岩手のてっぺん ふしぎ発見　Vol.1Vol.2合本版

　二戸エリアなぜなに探検隊が行く！』
　　　　　　　　二戸地区広域商工観光推進協議会／編・刊

　地域情報　ちょっと足を延ばして　～ 一戸の宝さがし ～
　楢山地区　～江戸時代の大きな道標～
　7月下旬、「小井田～楢山地区」へ行ってきました。案内していただいた講師は、御所野博物館館長の

 高田和徳さん です。

　「楢山地区」といえば、『いちのへふるさとカルタ』の「来田でじっちゃばっちゃ湯につかる」にもある

ように、“来田温泉” が有名ですね。しかし、それ以外にもたくさんの文化財があり、歴史が息づいている

ところでした。

　その先の茶屋場には、旧道分岐点にある町内最大の庚申・

廿三夜塔（文化 7年 1810 年）を見学。高さ 2 0 3 cm、

巾 170cm で、下方に「右ハいぼ内　左ハ山みち」と刻まれ

ています。道標となる追分石を兼ねたものは、町内では唯一

のもの。苔で文字が見えない部分もありましたが、その大きさ

には圧倒されました。

　来田地区では、大滝弁財天に参詣。隣接する「来田保養センター」を見学

しました。効能は切り傷、皮膚病、目の病。その日も町民のみなさんで賑わっ

ていました。弁天様のように美しくなれるかも！？とのことですよ。ぜひ足を

延ばしてみてはいかがですか？

　はじめに、小枝八幡宮（昔は「小井田の千本桂」から参道だった）

に参拝し、石塔婆（板碑）と小井田宝篋印塔を見学しました。次に、

小井田・大観森の宝篋印塔を拝したあと、楢山・平船地区の庚申塔

（文化 7年、1810 年造立、「道案内の神」であることから分岐点など

に造立）を見学しました。重厚な自然石の周りは畑に囲まれていて、

まるで当時にタイムスリップしたかのような景観が残されていました。

「緑のまち」 「縄文のむら」 「歴史に

ふれられるみち」 をテーマに、 一戸

町の魅力をたっぷり紹介。 人気の

スポットから一戸町が誇る特産品、

産直情報も。 新たな一戸が発見で

きるガイドブックです。 スマホ等で見

られる AR （拡張現実） 動画付き。

当館でも無料配付中です。

『いちのへめぐり経巡り　
　岩手県一戸町いいとこいっぱい観光ＢＯＯＫ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　一戸町、一戸町観光協会／編・刊

『10代からの情報キャッチボール入門　
　使えるメディアリテラシー』
                                       下村　健一／著　岩波書店／刊
　　　　　　　　身近な情報源インターネット。無数の

　　　　　　　　情報が飛び交う中、誰もが被害者に

　　　　　　　　なりまた加害者になる可能性を指摘し、

　　　　　　　　情報の受け取り方、自分からの情報

　　　　　　　　発信の心構えを伝える。さらに、情報

　　　　　　　　のキャッチボールの仕方からコミュニ

　　　　　　　　ケーションの基本は「思いやり」である

と説く著者が10代に伝えたいメディア・リテラシーとは。

ひょんなことから、ルドルフがトラックの

荷台に乗ってたどり着いたのは東京。

そこで知り合ったイッパイアッテナとノラ

ねこ生活が始まった。ルドルフとイッパ

イアッテナの友情と感動の物語。

講談社児童文学新人賞受賞作！

斉藤洋の名作、2016年劇場公開作品。

　『ルドルフとイッパイアッテナ』
　　　　　斉藤　洋／作　杉浦　範茂／絵　講談社／刊

にだい の

ゆうじょう　   かんどう　 　ものがたり

げきじょうこうかいさくひん

こうだんしゃじどうぶんがくしんじんしょうじゅしょうさく

   小学校
　中学年～

　　　　　　　　宮沢賢治が生まれてから120年。

　　　　　　　　自然を愛し、農村の農業発展に努めた

　　　　　　　　宮沢賢治とは、どのような人物だったの

　　　　　　　　か？求め続けた夢とは何だったのか？

　　　　　　　　表からは物語を、裏からはものしりガイド

　　　　　　　　で賢治を紹介。

宮沢賢治の人柄や作品、魅力について楽しく学べる

一冊です。

　『宮沢賢治』　
　　　　　　　　　西本　鶏介／文　ポプラ社／刊

つと

しょうかい

ひとがら みりょく

   小学校
　中学年～

小学校
低学年

　　　　　　　　　死んじゃったおじいちゃんの部屋をかた

　　　　　　　　　づけていたら、 「このあとどうしちゃおう」

　　　　　　　　　ノートが見つかった。 おじいちゃんは死

　　　　　　　　　んだあとどうするのかかんがえていたみ

　　　　　　　　　たい。 天国にいったらみんなにほめて

　　　　　　　　　もらえる、 りんごパイが食べほうだいと

か、 おじいちゃんの考えてたことって面白いけど、 本

当はどう思っていたのかな？大人にも読んでほしい一冊。

『このあとどうしちゃおう』　
　　　　　　　　ヨシタケシンスケ／作　ブロンズ新社／刊

　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へや

み

てんごく

た

かんが おもしろ ほん

とう　　　　　   おも　　　　　　　　　　　　　　　　  おとな　　　　　 よ　　　　　　　　　　いっさつ

製本教室
　糸とじの本を作ります。メモ帳や日記など活用方法は自分次第！

　日　　時：12 月 11 日（日）10：00 ～ 12：00
　募集人数：10 名※定員になり次第受付終了

　参 加 費：500 円

　申し込み：図書館カウンターまたは、電話、メール、ファックスにて

  　　　　　お申し込みください

針や糸を使って本を作るよ！

糸とじの本はページが取れにくく

丈夫で長持ちするんだよ～♪
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