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イベント報告① 親子deサイエンス図書館イベント報告① 親子deサイエンス図書館

一戸町観光天文台台長の吉田偉峰氏を講師にお招きし、

第12回親子deサイエンス図書館「星空(ソラ)はとっても

おもしろい！みぢかなソラをたのしもう！」を開催しました。

団体の部を8月 1日、2日に開催し96名、一般親子の部を

11日に開催し、親子8組24名の方にご参加いただきました。

ビンゴや星座早見盤を作り、楽しみながら空に浮かんでいる

ものについて学ぶことができました！　

9月8日（土）に「としょかんおはなし会×ピアノ　歌って

楽しむおはなし会！」を開催しました！ 36名の方に参加

していただき、秋がテーマの読み聞かせと交互にみんなで

高橋幹子代表理事の伴奏に合わせて歌いました♪

イベント報告③ としょかんおはなし会イベント報告③ としょかんおはなし会 ようこそ！図書館見学＆職場体験ようこそ！図書館見学＆職場体験

9 月 20 日（木）に小鳥谷

小学校の 1・2 年生 10 名が

図書館見学に来てくれました。

9 月 27 日（木）に一戸

中学校の 3 年生 2 名が

職場体験に来てくれました。

8月 5日（土）に山井木工の代表 山井勇氏を講師に

お招きし、「山井さんとつくってみよう！水でっぽう

工作教室」を開催しました♪23 名の方に参加して

いただき、水の出方が違う2種類の水でっぽうから選んで

制作しました。山井さんが一人ずつ水が出るか確認し、

雨天でしたが最後に少しだけ外で水でっぽうを飛ばして

遊びました！　　

イベント報告② 水でっぽう工作教室イベント報告② 水でっぽう工作教室

（出演：市川海老蔵　他、127 分）

日時：11月 24日（土）14：00～   ※入場無料
場所：一戸町コミュニティセンター  視聴覚室

リーヴルシネマのご案内（一般向け図書館映画会）リーヴルシネマのご案内（一般向け図書館映画会）

『一　命』 

※当初予定していた 11 月 11 日 ( 日 ) から日程が
　変更となりました。お気を付けください。

日  時：10月 14日（日）10：00～ 12：00
場  所：一戸町コミュニティセンター  会議室

材料費：600 円（当日集めます）　対象：小学生から一般

期間：10月 2日 (火 )～ 11月 30日 (金 )

　　　　　　※記念品交換期間は 11月 1日～ 12月 28日まで

「図書館読書スタンプラリー」のお知らせ「図書館読書スタンプラリー」のお知らせ
読書週間に合わせて図書館と本に親しむことを目的にスタンプラリーを開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　 参　加　方　法

 ・図書館で本やＤＶＤを借りてスタンプを 5個あつめよう！

 ・本の貸出 1回ごとに 1スタンプを押します。（本と一緒にＤＶＤ・ＣＤを借りたときは 2つスタンプを押します。）

 ・スタンプは 1日 1回です。

 ・ひとり1回のみの参加です。 台紙はなくさないよう保管しましょう。（台紙は図書館のカウンターで配付します。 ）

先着 100 名！先着 100 名！

なにがもらえるかはお楽しみ♪

世界遺産登録を目指す御所野遺跡について学び、ワークショップで　

オリジナル図書館バックを作ろう！
先着 20 名！
　要申込
先着 20 名！
　要申込

御所野縄文遺跡を学ぶ～一戸町の宝を世界に～地域おこし事業 御所野縄文遺跡を学ぶ～一戸町の宝を世界に～



読書案内

定期事業のお知らせ

〇開館時間
　平　日　　　　10:00 ～ 19:00
　土・日・祝日　  9:00 ～ 18:00
〇休館日
　毎週月曜日（祝日は開館）
　祝日の翌日
　年末年始（12/29 ～ 1/3）

 『ざんねんなスパイ』
一條　次郎／著　新潮社／刊

　　『スパイガールＧＯＫＫＯ』
薫　くみこ／著　高橋　由季／絵　ポプラ社／刊 

　　『Discover　Japan 2018.9 月号』

　　　　　　　　　　　　　　　枻出版社／刊

おすすめ

郷土の本
おすすめ

井浦新、レキシ、光浦靖子など

著名人が愛してやまない縄文時代を

大特集。北東北で最もディープな

縄文遺跡地帯として、山内丸山遺跡、

大湯環状列石に並び御所野遺跡も

紹介されている。東京国立博物館

の特別展の展示品や、美人土偶

コレクションもあり。

元宮内庁大膳課厨房第二係の著者が

大膳課での日々や大失態、皇室の

かたがたとの出来事などを綴った1冊。

晩餐会でお出しした料理や、厨房の

様子が鮮やかなイラストで表現

されている。

家庭で再現できるレシピも掲載。

おすすめ

箱根小学校 6 年 2 組のキト、

あかり、モヨヨは「スパイ」を

総合学習のテーマにするが、

先生に反対されてしまう。そこで

裏総合学習としてこっそりスパイの

研究をすることに。

カンチョの美術館を秘密基地に、

3 人のスパイ大作戦が始まる！

73歳にして初の任務に就いたスパイ。

コードネームは「ルーキー」だ。任務の

内容は独立をもくろむ市長を暗殺

すること。早速、街での潜伏生活が

始まるが……。泥棒の隣人や巨大なリス、

個性的な人が次々と現れては騒動を

巻き起こす。

はたして任務を遂行できるのか！？

図書館にもいろいろな

本があるよ！

おすすめ

『陛下、お味はいかがでしょう。』

　　　工藤　極／著　徳間書店／刊

休館日カレンダー
は休館日です

●とことこおはなし会　10：45 ～　
10 月 19 日（金）
テーマ：「ハッピーハロウィン」
11 月 16 日（金）
テーマ：「ぱっくん　たべもの」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児

　●としょかん映画会　11：00 ～ 
　10 月 27 日（土） 
　   NHK子ども人形劇場 『わらしべちょうじゃ／三枚のお札』（30分）
　11 月 24 日（土）
　 ぼくは王さま『カレンダーはにちようび』 （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　　　　　

期間：10月26日（金）～11月4日（日）岩手県立図書館巡回展示　文学賞受賞図書展
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