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場所：一戸町コミュニティセンター　会議室

対象：小学生から一般（小学校低学年は保護者同伴）

材料費：1000 円　※当日集めます

募集人数：先着 10 名

ストーリーから製本まで、すべて手づくりで絵本を作ります。

日時：7 月 27 日 （土）　9：30 ～ 12：00
場所：一戸町コミュニティセンター　会議室

対象：どなたでも　　　募集人数：20 人

材料費：300 円（「南部鉄器の風鈴」は別料金です）

持参品：タオル（ボンドをふく用）

木工の匠・山井さんと「風鈴」をつくってみよう！

当日は、絵本の読み聞かせや

山井木工の作品、工作に関する本の展示を行います。

手づくり絵本教室手づくり絵本教室

１回目
６月30日（日）

10：00～12：00

おはなしをつくろう！

2 回目
7月21日（日）

10：00～12：00

絵をかこう！

3 回目
8月11日（日）

10：00～12：00

本の形に仕上げよう！

オリジナル絵本を作ろう！

申込期限

6/23

ぶっくんレターぶっくんレター

申込期間
6/8～ 7/20

　　　　「司書」 ってなあに？　本の探偵団、 図書館見学ツアーなど

夏のイベントのお知らせ夏のイベントのお知らせ

岩手県立図書館巡回展

手づくり絵本展
岩手県立図書館巡回展

手づくり絵本展
6 月 27 日（木）～ 6月 30 日（日）

岩手県立図書館の巡回展です。

県内から募集した手づくり創作絵本 87 点を展示します。

※前回の様子

サイズ約 16cm×11cmサイズ約 16cm×11cm



場　所：一戸町コミュニティセンター　会議室
対　象：小学 3 年～ 6 年生　先着 8 名（児童のみの参加可）

参加費：無料
持ち物：筆記用具、昼食、水筒

図書館の仕事を体験して楽しく学ぼう！

申込期間
6/15～ 7/31

８月 1日（木）10:00 ～ 15:00

※講座終了後には、「修了書」「参加賞」を渡します

　　　　「司書」 ってなあに？　本の探偵団、 図書館見学ツアーなど

申込期間
6/15～ 7/31

親子 deサイエンス図書館第13回

8月3日（土）10：00～12：00

ソラはとってもおもしろい
月をまなぼう！

講　師：岩手県環境アドバイザー
　　　　吉田 偉峰さん
対　象：幼児～小学生と保護者
　　　　先着 30 名
参加費：無料
場　所：一戸町コミュニティセンター

　　　　ホール

8月4日（日）10：00～12：00

親子で楽しい電気工作教室
ふしぎな電気のひみつ

講　師：福岡工業高校のみなさん
対　象：小学 4 ～ 6 年生と保護者
　　　　先着 20 組
材料代：600 円（変更有）

場　所：一戸町コミュニティセンター

　　　　会議室

4 月 27 日 ( 土 ) に、こどもの読書週間にあわせて「こども図書館まつり」を

開催しました。午前中はおはなし会や映画会、午後には絵本カバーでバッグ

を作るワークショップを行いました。その他にも、音声パソ

コンを体験できる企画や、折り紙のこいのぼり作りなど、各

企画に参加してスタンプを集め、56 人の子どもたちがガチャ

ポンに挑戦！大盛況のこども図書館まつりになりました。

イベント報告　こども図書館まつりイベント報告  こども図書館まつり



一般企画展示「Library & Community」のご案内一般企画展示「Library & Community」のご案内

『ボブという名の猫
　　　　　～幸せのハイタッチ～』 

ＤＶＤ上映（103 分）　※入場無料

日時：令和元年 7月 13日（土）14：00～ 
場所：一戸町コミュニティセンター  視聴覚室 

リーヴルシネマのお知らせ（一般向け映画会）リーヴルシネマのお知らせ（一般向け映画会）

『ボブという名の猫
　　　　　～幸せのハイタッチ～』 

図書館に入ってすぐ、右手側にある展示が一般企画展示

「Library & Community」 です。

ここでは、皆さんの身近な話題や問題をテーマに毎月展示

を行っています。

6月の展示テーマは「禁煙」です。5月 31 日は世界禁煙デー。

「煙に巻かない、たばこの話」と題し、禁煙や COPD、たばこ

にまつわる諸症状に関する本を展示しています。また、6月

の展示は岩手県内の図書館との連携企画展示です。岩手医

科大学付属図書館からの資料も貼り出しています。

7月には「身近な環境問題」をテーマに展示を行います。

ぜひ足を止めてご覧ください。

図書館児童コーナーでは、プレイマットを
敷いて子どもと過ごしやすい空間を作って
います。
絵本や紙芝居のほかにも、つみきパズルや
布絵本、パペット・ぬいぐるみなども
置いてあります。
また、図書館の入口前には、授乳室も
設置してあります。
ぜひ、遊びに来てみてください！

調べものなどに使える利用者用のパソコンが

以前のものから変わりました。

起動の仕方や利用方法なども変わりましたので、

わからないことがあれば、お気軽に

スタッフまでお尋ねください。

利用者パソコンが変わりました利用者パソコンが変わりました

児童コーナーにいってみよう！

はらぺこあおむしのロッキングチェアもあるよ～



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）

　 『さいごの散歩道』
 長嶺 超輝／文　夜久 かおり／絵　雷鳥社／刊　

　  『きょうなにしてた ?』

　はまの ゆか／さく　あかね書房／刊 　

おすすめ

なかよしえんに、今日も元気に

やってくる子どもたち。

「またね」とバイバイしたあと、

大人たちはなにしてる？

子どもたちは園でどうしてる？

何組かの親子の一日を、やさしく

描いた絵本。

図書館にもいろいろな

本があるよ！

おすすめ

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 ～　
6月 21 日（金）
テーマ：「あめあめ　ふれふれ」
7月 19 日（金）
テーマ：「なつを　つかまえよう！」
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 ～ 
　6 月 8日（土） 
　   『おしりたんてい』（20分）
　7月 13 日（土）
　日本の昔ばなしより『浦島太郎 /金太郎』 （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　　

読書案内

植物を枯らしてしまう 4つの原因

と対策を始め、植物の置き場所や

季節ごとのコツなどを紹介。

「水やりのタイミングは？」

「夏越しさせるコツは？」など

ガーデナーの筆者が一問一答形式

でよくある悩みに答えていく。

おすすめ『草花・鉢花・観葉植物を
　　　　枯らさない「コツ」!』
　　　 天野 麻里絵／著　講談社／刊

『コミック いわて∞（エイト）』
　　　　　　　　　　　　岩手県／発行

郷土の本
おすすめ

岩手県の公式 WEB マンガサイト

「コミックいわて WEB」で配信する

岩手ゆかりの漫画家 12 人 による

作品を収録。表紙には、三陸鉄道

北リアス線の久慈ありすと南リア

ス線の釜石まなを起用。達増拓也

岩手県知事責任編集「コミックい

わて」シリーズ第 8弾。

認知症の母を世話する息子ハル

は生活に困窮し、やがて母とさ

いごの散歩に出る……。

介護殺人に至った実話を優しい

絵とともに描く。大切な人が

「要介護」になったとき、あな

たはどうしますか？
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