
４・５月　カレンダー

●としょかんおはなし会
　5 月 6 日（土）10：30 ～ 11：30
絵本の読み聞かせや手遊びなどをします♪
場所：一戸町コミュニティセンター　会議室
対象：こども（どなたでも参加歓迎です）

●としょかん映画会　11：00 ～
　4 月 22 日（土）『ぶんぶくちゃがま』（15分）

　5 月 27 日（土）ダヤンのふしぎなぼうけんより
　　　　　　　　　『雨の木曜パーティ
　　　　　　　　　 なまずの駄菓子屋』（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 ～　
　4 月 21 日（金）テーマ：「はる」
　5 月 17 日（金）テーマ：「お母さん・お父さん」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0 歳～ 3 歳児

●岩手県立図書館巡回展示　　「岩手の山々」
期間：4 月 14 日（金）～ 23 日（日）
　　　※最終日は午後 3 時までの展示となります
場所：図書館特設コーナー

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）
　5 月 12 日（金）14：00 ～
　 「蝉しぐれ」（131 分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：一般
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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

　ブックスタートプラス事業が始まります！

図書館では4カ月児の赤ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタート事業を実施しています。

今年度から新たに、より絵本にふれあっていただくことを目的に3歳児健診時に絵本をプレゼン

トするブックスタートプラスを開始します。（家庭での読書に関するアンケートを同時実施）

プレゼントする絵本は『おおきなかぶ』（トルストイ再話、福音館書店刊）。繰り返しの掛け声が

楽しい、3歳児にぴったりな絵本です。

親子で絵本を楽しむ時間が、子どもと親との大切な時間と思い出になりますようにーー。

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
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一戸町立図書館だより

2002 年 7 月 16 日、 一戸町に図書館が誕生しました。 前日のプレオープンイベントでは、

正面エントランスで弦楽コンサートを開き、 多くの方に祝福していただいたことを覚えています。

その当時は、 今のようなショッピングセンターはなく、 田んぼに囲まれた土地に建っていました。 それでも、 開館

当初から町民の皆さまをはじめ、 町外 ・ 県外のお客様にもたくさんご来館いただきました。 2005 年に ICO ショッ

ピングセンターが開店してからは、 さらにお客様も増え、 多くの方にご利用いただいております。

木のぬくもりやあたたかさ、 そして居心地の良さを感じられ、 本を探す時間や読む時間を満喫できる図書館です。

また、 「地域の情報拠点」 としての図書館と、 「活動 ・ 交流の場として人が集う場」 である一戸町コミュニティ

センター （ホール ・ 会議室など） を併設した複合施設として機能しています。

今後は ・ ・ ・

　①図書館の基本的な役割として、 本の収集、 整理、 保存、 提供があります。 今後も地域の課題を見極め、

　 　必要な情報を的確に提供するとともに、 レファレンスサービス （調べもの支援） の充実を図ります。

　②地域 ・ 郷土資料の収集 ・ 保存を強化し、 情報を未来へつなげる役割を果たしていきます。

　③博物館、 公民館、 学校、 保育施設、 福祉施設などと連携協力し、 情報発信を行います。

　④図書館の利用に障がいがある方へのサポートを充実させます。

　⑤平成 29 年度からの 3 歳児健診で、 絵本 1 冊プレゼントする 「ブックスタートプラス事業」 を始めます。

　　 幼児期からの読書推進を図るとともに、 子育て支援情報を発信します。

　

これからも、 町民の皆さまの暮らしに役立つ図書館を目指します。

皆さんも一緒に一戸町立図書館を創りましょう！ご利用お待ちしております。

一戸町立図書館 ・ 一戸町コミュニティセンターは、

　　　　　　　　　　　　　　　２０１７年７月１６日で、 １５周年！

ぶっくん

開館当初のわわわのど～も



　読書案内コーナー
テーマは 「行楽」　を紹介します！

　地域情報・新着郷土資料　　

『世界でいちばん旅が好きな
        会社がつくったひとり旅完全ガイド』
                                     ＴＡＢＩＰＰＯ／作　いろは出版／刊

世界を見にいこう！

日本や世界中を旅してきたスタッフ

がこれから旅をしたい人や旅人に贈

るリアル情報が満載。 旅の計画や

準備不安や疑問をＱ＆Ａ形式でシン

プルにまとめ、 世界の国々の写真も

紹介している１冊です。

中高生

春夏秋冬の花の見どころを、

県ごとにまとめて紹介した地図。

4 ～ 5 月に見頃の 「桜の名所」

のほか、 バラやアジサイ、 「文

学と花」 などの特集も掲載して

います。 待ち焦がれた春の花を

愛でてみませんか。

『花の旅へさそう地図』　　　　帝国書院／刊『桜の下で待っている』
　　　　　　　　　　　　　　　　　彩瀬　まる／著　実業之日本社／刊

婚約者の実家を訪ねる女性は郡山

へ。 母の七回忌に出席する男性は

仙台へ。 結婚式に出席する小学生

の女の子は花巻へ。 桜が咲くこの

季節、 新幹線で北へ向かう人々を

描いた短編集。 それぞれの行先で

待つものは――。

山登りをするために必要な計画の

立て方や準備の仕方、山で困っ

た時のアドバイスを紹介しています。

また、全国のおすすめ山登りコース

も！（岩手県・七時雨山）

さらに、山登りに役立つ野鳥・山野

草の本や、山登りが楽しくなるよう

な本やマンガも紹介している1冊。

『安全に楽しむ　子どもの山登り』全3巻　
                  　　　　　　　　田部井淳子／監修　すずき出版／刊
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そう　　 　　 ほん　　　　　　　　　　　　  　　　　　  たの

ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  　　　　　　　　　　　　さつ

　『エレベーター・ファミリー』
　　ダグラス・エバンス／作　清水奈緒子／訳　矢島眞澄／絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PHP研究所／刊

   読み物
小学校・高学年

ウィルソン一家はバカンスに来た先の

ホテルでとても素敵な部屋を見つけ

ました。そこはなんと、エレベーター!?
楽しく過ごしている一家の元へやって

きた人たちをやさしくつつみこむウィル

ソン一家の心あたたまる不思議な物語。

すてき

ふしぎ

　第 59 回 「こどもの読書週間」　　　～小さな本の大きなせかい～

「子どもの読書推進活動法」 により読書週間の始まりの日が

「子ども読書の日」 として制定されました。

また、 この日は花と本を贈りあうスペインのカタルーニャ地方の

お祭り、 「サン ・ ジョルディの日」 でありシェイクスピアとセルバ

ンテスの命日にあたることから 1996 年に 「世界本の日」 と

定められました。

期間中は、 様々な本や読書に関するイベントが全国的に実施

されます。 当館では各企画展示の他に、 おはなし会を開催

します。 子どもから大人まで、 読み聞かせに興味がある方など

どなたでも参加可能です。

去る 2 月 24 日に、 第 38 回一戸町読書に関する作文コンクールの表彰式が行われました。 最優秀賞受賞者の方に

よる作品朗読では、 会場が感動に包まれていました。 菅原佳子審査員長は 「どの作品も自分と本の内容を比べて書

かれている点が素晴らしい」 と講評しました。 受賞者は以下の通りです。

　第 38 回一戸町読書に関する作文コンクール表彰式

4 月 23 日 （日） ～ 5 月 12 日 （金） は第 59 回 「こどもの読書週間」 です。

最優秀賞 

「よんであげるの、 だあいすき」　　　　一戸南小学校  １年　猪　 股　夢　叶

「がんばる勇気 」　　　　　　　　　　　 　一戸小学校     ４年　苫米地　綾　仁

「本当の豊かさと本当の貧しさ」  　　奥中山中学校  ３年　上　  泉　　　 安

「障がいと共に 」　　　　　　　　　　　　 一戸高等学校  ２年　小　  船　唯　奈

【小学校低学年の部】

優秀賞 「ぼくが、 ほんをすきになったわけ」 

　　　　　　　草木　快人 （一戸南小１年）

佳作    「本とうの気もち」

　　　　　　　夏井　日菜子 （一戸小２年）

　　　　　 「たいせつな友だち」

　　　　　　　桂　蒼依 （小鳥谷小２年）

【小学校中学年の部】

優秀賞 「天使のようなナイチンゲール」

　　　　　　　野﨑　史恵奈 （一戸小 3 年）

 「年に一度だけの七夕図書館」

　　　　　　　與羽　彩奈 （一戸南小 4 年）

佳作 「楽しかった夏」

　　　　　　　釜石　聖麗 （一戸南小 4 年）

 「月はおもしろい」

　　　　　　　内村　凜 （鳥海小３年）

 「かけがえのない命」

　　　　　　　佐藤　飛鳥 （奥中山小４年）

【小学校高学年の部】

優秀賞 「ぼくは、 伝え続ける」

　 　　平野　壮汰 （一戸南小５年）

　　　　　 「夢、 目標に向かって」

 　　堺田　凜 （鳥海小６年）

佳作 「だれかのために」

 　　菊地　健太 （奥中山小６年）

【中学生の部】

優秀賞 「一つ大人になるために」

　　　　　　　平野　菜穂子 （一戸中３年）

 「生きること」

　　　　　　　小泉　陽佳理 （一戸中３年）

佳作 「「大切な存在」 の考え」 

　　　　　　　桂　千晴 （一戸中 2 年）

 「たった一つの宝物」

　　　　　　　中島　柚菜 （奥中山中３年）

 「心からの繋がり」

　　　　　　　工藤　美桜 （奥中山中３年）

【高校生の部】

優秀賞 「たくさんの人に 「ありがとう」」

　　　　　　松舘　菜々美 （一戸高２年）

佳作 「心ときめく国」

　　　　　　地蔵堂　優真 （一戸高２年）

 「音楽の力」　

　　　　　　　川口　奈々美 （一戸高２年）

【一般の部】

優秀賞 

　「学校図書室さようなら

　　　『森は呼んでいる』 を読んで思うこと」

　　　　　　柴田　三男 （鳥越）

としょかんおはなし会

絵本の読み聞かせや手遊びをしておはなしの

世界を楽しみましょう！

子どもから大人まで、 子育て中のママや読み

聞かせに興味ある方などどなたでも参加お待

ちしております♪

日時 ： 5 月 6 日 （土） 10 ： 30 ～ 11 ： 30

場所 ： 一戸町コミュニティセンター　会議室

絵本

１４ひきのねずみの家族がピクニックに

出かけます。 森のなかもひろいのはら

も、 もうすっかりはるです。 ぜんまいの

みちやスミレの花、 つくしのあいだをと

おってたんぽぽのはらにむかいます。

これからおいしいおべんとうのじかん。

お出かけが楽しみになるおはなしです。

『１４ひきのぴくにっく』
　　　　　　　　　　　　　　　いわむらかずお／作　童心社／刊

かぞく

で　　　　　　　　　　　　　　　　 　　もり

はな

「山・川・ゆたか
　　カシオペア体験交流クラブガイドブック」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カシオペア連邦局おもてなし課／刊

岩手県の県北地方、 通称 「カシオペア

連邦」ＰＲのため、 「カシオペア連邦局おも

てなし課」 が発足して 3 年。 29 年度も、

農作業体験や雑穀料理、 甘酒づくりなど

の食つくり体験、 竹細工や南部箒などの

モノづくり体験、 ヨガや昆虫探しなど体を

動かす体験など、 充実のプログラムが

掲載されています。

平成 28 年 10 月に一戸町で開催され

た希望郷いわて国体 ・ なぎなた競技会。

写真編では、 少年女子演技競技で優勝

した山火ゆか選手 ( 一戸高 ) ・ 武田智摘

選手 ( 盛岡二高 ・ 一戸町出身 ) をはじめ

試合競技やおもてなしの様子などを多数

掲載。 資料編では、 「町技なぎなた」

『第71回国民体育大会　なぎなた競技会報告書』
　　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会一戸町実行委員会／刊

を目指した国体開催までの経過年表や、 成績表などを

収録。 付録ＤＶＤ付。
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