
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町内の小学４年～６年生（インリー

７月２７日（土）から

した。

小学生２９名、ジュニア

町では普段体験することのできない海浜活動（いかだ作りやシーカヤック、

バナナボート体験など）をとおし

性を持って過ごすことの

者の皆さんはたくましい顔つきになっていました！

今後、参加者の地区での活躍が期待されます♪

【１日目】

沖縄伝統文化につい

ての学習のなか

沖縄音楽で使用され

る楽器「三板（さん

ば）」づくり体験を

しました。

【報告

【報告

この合宿は、

ほか）で開催されました。蔵王町という郷土を、誇りを持って発信できる次世代リーダー創出を目的と

した本行事は、蔵王町教育委員会と蔵王町子ども会育成会が主催し、蔵王町社会福祉協議会の共催によ

り実施しました。

【開催
 女性のための美容と健康をサポートする「ピラティス教室」を開催します！肩こり・腰痛、その他

カラダのお悩みに効果的なエクササイズを体験してみませんか？一緒に心とカラダをリフレッシュ

させましょう
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沖縄県で多くの人々や文化・

とおし、参加者たちからは、楽しいだけではなく「

ても充実

 今回の参加者たちが自分たちの地域でますます活躍し、ほかのジュニア・リーダーたちにも活発な活

動の輪が広がるよう、みなさん
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・日  時／令和元年

・場  所／蔵王町ふるさと文化会館

・参 加 費／各回
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した本行事は、蔵王町教育委員会と蔵王町子ども会育成会が主催し、蔵王町社会福祉協議会の共催によ

り実施しました。10 名の

【４日目】

パイナップルパーク

や美ら海水族館の見

学をとおし、宮城県

とは異なる沖縄の魅

力を探りました。

公民館事業「ピラティス教室」
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とおし、参加者たちからは、楽しいだけではなく「

した合宿だった」といった声が聞かれました。
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バナナボート体験など）をとおして、友だちと協力して活動すること、自主

大切さを学びました。１泊２日の合宿を終え、参加

者の皆さんはたくましい顔つきになっていました！

今後、参加者の地区での活躍が期待されます♪
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【文化財
—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。
 町役場の北東約

りました。明治から昭和

言葉は、昭和

 この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

（現在の刈田郡）に関わる重要な遺跡（

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）

 消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

少しずつ解き明かされようとしています。

【ミニ

・場所

・期間／

【報告】地域学校協働活動推進事業
遠刈田小学校で、

 

文化協会

お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館

【報告】
7 月

今年の

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。

 活動しながら学び、より実践的に

事業で

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

 蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上して

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

いると言え

文化財コラム
—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。

町役場の北東約

りました。明治から昭和

言葉は、昭和 37

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

（現在の刈田郡）に関わる重要な遺跡（

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

少しずつ解き明かされようとしています。

【ミニ展示】 

場所／蔵王町

期間／９月８日（日）まで

【報告】地域学校協働活動推進事業
遠刈田小学校で、

文化協会の皆さんご協力ありがとうございました

お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館

令和

【報告】「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
月 23・24

今年の参加者は過去最高の

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。

活動しながら学び、より実践的に

で、3～4 年生はショッピングでの英会話、

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上して

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

いると言え、来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

コラム】都遺跡の謎
—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。

町役場の北東約 3.5km

りました。明治から昭和 30

37～38 年の築堤工事に従事した人の話です。

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

（現在の刈田郡）に関わる重要な遺跡（

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

少しずつ解き明かされようとしています。

蔵王町ふるさと文化会館

９月８日（日）まで

【報告】地域学校協働活動推進事業
遠刈田小学校で、7 月 12

し、

指導も行っていただ

素敵なこけしに仕上がっていました。

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

ようにお腹にランドセルを抱え

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

の皆さんご協力ありがとうございました

お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館

令和元年８月１５

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
24 日、蔵王町

は過去最高の

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。

活動しながら学び、より実践的に

年生はショッピングでの英会話、

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上して

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

都遺跡の謎
—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。

3.5km、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

30 年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

年の築堤工事に従事した人の話です。

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

（現在の刈田郡）に関わる重要な遺跡（

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

少しずつ解き明かされようとしています。

ふるさと文化会館 

９月８日（日）まで 

【報告】地域学校協働活動推進事業
12 日（金）「こけしの学習」、

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

し、4 年生が遠刈

指導も行っていただ

素敵なこけしに仕上がっていました。

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

ようにお腹にランドセルを抱え

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

の皆さんご協力ありがとうございました

お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館   

１５日発行  

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
、蔵王町ふるさと

は過去最高の 54 名でした。外国人

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。

活動しながら学び、より実践的に

年生はショッピングでの英会話、

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上して

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

都遺跡の謎 ～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～
—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。

、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

年の築堤工事に従事した人の話です。

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

（現在の刈田郡）に関わる重要な遺跡（苅田郡またはその前身の

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

少しずつ解き明かされようとしています。 

 ロビー  

【報告】地域学校協働活動推進事業
日（金）「こけしの学習」、

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

年生が遠刈田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

指導も行っていただきました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

素敵なこけしに仕上がっていました。

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

ようにお腹にランドセルを抱え

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

の皆さんご協力ありがとうございました！

   電話：３３－２０１８

   編集 

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
ふるさと文化会館で「サマースクール」を開催

名でした。外国人

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。

使える英会話の習

年生はショッピングでの英会話、

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上して

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

 

文化会館 清掃活動

7 月 28 日（日）

午前６時から

しました！ 

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～

【

—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。
、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

年の築堤工事に従事した人の話です。

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

苅田郡またはその前身の

古柴田郡に関わる郡役所や出先機関、寺院など）と考えられます。

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から

 

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏

は季節の挨拶状を出してみはいかがでしょうか？

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ

る良き

【報告】地域学校協働活動推進事業「こけしの学習」、「熊の習性教室」
日（金）「こけしの学習」、7 月

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

素敵なこけしに仕上がっていました。

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

ようにお腹にランドセルを抱え

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

！ 

電話：３３－２０１８

 蔵王町教育委員会生涯学習課

 「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
文化会館で「サマースクール」を開催

名でした。外国人 ALT6

待以上・予想以上の成果を上げて終了しました。 

英会話の習得を目指した

年生はショッピングでの英会話、5～6 年生はレスト

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

子供たちの英語に対する能力の高さは格段に向上しており、

英語を聞く耳は確実に育っていると感じました。 

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

清掃活動 

（日） 

から実施 

 

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～

【ございんゆるコラム

—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。
、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

年の築堤工事に従事した人の話です。 

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」

苅田郡またはその前身の 

と考えられます。

消滅の危機に瀕した都遺跡ですが、県営ほ場整備事業に伴う発 

掘調査では、土取りを免れた丘の周縁部に辛うじて遺構が残され 

ていることが判明しました。都遺跡の謎が、発掘調査と研究から 

立秋（2019

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏

は季節の挨拶状を出してみはいかがでしょうか？

送った方に季節を感じさせることのできる

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ

る良き文化を、

「こけしの学習」、「熊の習性教室」
月 17 日（水）「熊の習性教室」が行われました

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

素敵なこけしに仕上がっていました。 

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

ようにお腹にランドセルを抱え、そのまま寝そべる事を学びました。夏休

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

電話：３３－２０１８ ＦＡＸ：３３－２０１９

蔵王町教育委員会生涯学習課

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
文化会館で「サマースクール」を開催

6 名と教師２名とで指導に当たりましたが、

得を目指した

年生はレスト

ランでの英会話をメインにプログラムを組んでいます。 

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、

おり、特に、

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～

ございんゆるコラム

—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。
、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

設に限られていたので、都遺跡は奈良時代に設置された「苅田郡」 

 

と考えられます。 

 

 

 

2019 年は 8 月

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏

は季節の挨拶状を出してみはいかがでしょうか？

送った方に季節を感じさせることのできる

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ

、後世にも残していけたらいいですね。

※都遺跡で採集された瓦を展示しています。

「こけしの学習」、「熊の習性教室」
日（水）「熊の習性教室」が行われました

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

そのまま寝そべる事を学びました。夏休

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

ＦＡＸ：３３－２０１９

蔵王町教育委員会生涯学習課 

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
文化会館で「サマースクール」を開催しました。

と教師２名とで指導に当たりましたが、

得を目指した 

年生はレスト 

蔵王町の英語教育の成果を肌で感じた二日間でもありましたが、 

、 

蔵王町で行っている「サマースクール」は英語教育を先取りして 

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～

ございんゆるコラム】季節の挨拶状

—土を掘るほどにたくさんの土器や石、大きな瓦などがザク、ザクと出た･･･。 
、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

月 8 日）を過ぎると暦の上では秋

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏

は季節の挨拶状を出してみはいかがでしょうか？

送った方に季節を感じさせることのできる

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ

後世にも残していけたらいいですね。

※都遺跡で採集された瓦を展示しています。

「こけしの学習」、「熊の習性教室」
日（水）「熊の習性教室」が行われました

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないため

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

そのまま寝そべる事を学びました。夏休

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。

ＦＡＸ：３３－２０１９

 

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！
しました。

と教師２名とで指導に当たりましたが、

来年も行いますので多くの小学生が参加することを期待しています。 

『英語でランチ

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～

季節の挨拶状 

、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

日）を過ぎると暦の上では秋

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏

は季節の挨拶状を出してみはいかがでしょうか？ 

送った方に季節を感じさせることのできる、すてきなコ

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ

後世にも残していけたらいいですね。

※都遺跡で採集された瓦を展示しています。

「こけしの学習」、「熊の習性教室」 
日（水）「熊の習性教室」が行われました

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、

「熊の習性教室」では、全校児童が熊の習性や出会わないための心がけ、

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る

そのまま寝そべる事を学びました。夏休

み中も熊の目撃情報があるのでとてもいい学習となりました。 

ＦＡＸ：３３－２０１９ 

「英語でチャレンジ・サマースクール」最多の参加者！！ 
しました。7 回目を迎えた

と教師２名とで指導に当たりましたが、

『英語でランチタイム

～消滅の危機を辛うじて免れた重要遺跡～ 

、藪川が大きく蛇行して流れる円田盆地の中央部に、かつては小高い丘があ

年代にかけて、この丘の土を運んで藪川の堤防を造ったそうです。冒頭の

この工事中に遺物の一部が小島亮治さんによって採集され、現地は「都遺跡」として保護されること

になりました。遺物の中に奈良時代の瓦があります。当時、瓦の使用は役所や寺など律令政府の公的施

日）を過ぎると暦の上では秋 

を迎えますが、暑い日はまだまだ続きますね。これまで暑 

中見舞いや残暑見舞いを出したことがない方も、今年の夏 

 

すてきなコ 

ミュニケーションツールの１つです。古くから日本に伝わ 

後世にも残していけたらいいですね。 

※都遺跡で採集された瓦を展示しています。 

 
日（水）「熊の習性教室」が行われました。

「こけしの学習」では、こけし工人である佐藤勝洋さんを講師にお招き 

田伝統こけしの歴史や特徴について学び、実際に絵付け 

きました。子どもたちの楽しんで描く様子が見られ、 

の心がけ、

出会ってしまった時の対処法などについて学び、対処法として内臓を守る 

そのまま寝そべる事を学びました。夏休 

回目を迎えた

と教師２名とで指導に当たりましたが、期

タイム』 



■はお休み、▲は３時からおはなし会 

開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時 
土日祝日：午前１０時～午後６時 

 

「ぼくとわたしの 
なつやすみ」 

Ｇホ『ガルマンの夏』（三元社） 

スティアン・ホーレ／絵・文 小柳 隆之／訳 

Ｊマ『あずきとぎ』（岩崎書店） 

京極 夏彦／作 町田 尚子／絵 

Ｓ08『ぼんちゃんのぼんやすみ』（講談社） 

あおきひろえ／作 

 

 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

７月２６日（金）に大河原商業高校２年生１

名がインターンシップに来ました。本を返却し

たり、新しい本が汚れないようにカバーをかけ

るなどの体験をしました。 

また、どのような工夫をすると、中高生が図

書館を利用しやすくなるか、について一緒に考

えました。 

ぜひ、中高生のみなさん来館してください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からみなさんにお願いです。 

図書館の「利用者カード」は個人の名義にな

っています。入院中などのご事情がある場合

を除き、家族内でも他の家族のカードで借り

ることはお控えください。 

カードはすぐに作れますし、忘れても借り

られないわけではありません。 

どうか、自分のカードをご利用ください。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

■ブックラリー＆ 

読書感想文コンクール 

小学校２年生までは２０冊、３年生から６年

生までは１５冊以上の本を読んで、プレゼント

をもらおう（２０日から）。 

今年のプレゼントは、“ヨーヨー”と“知恵

の輪”です。 

すてきな本に出会ったら、感想文も書いてみ

てください。申込書と低学年用の２４０字詰原

稿用紙は、図書館でも配付しています。 

■ナツドクのススメ＆しゅくだいは 

おまかせ！  

 

 

 

 

 

入口すぐ近くに特設コーナーが登場します。

おもしろい本や宿題に役立つ本がたくさん！ 

 

毎週土曜日の午後３時から、図書館内『おはな

しの森』でおはなし会をしています。１０～１

５分程度ですので、気軽におこしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書名 著編者 

小
説
等
以
外 

No.1 ソムリエが語る、新しい日本酒の味わ

い方 
田崎 真也／著 

①いろいろ作りながら学ぶ!Python 入門 清水 美樹／[ほか]著 

正義の教室 飲茶／著 

考古学から学ぶ古墳入門 松木 武彦／編著 

なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野 円佳／著 

②アニマシオンで道徳 岩辺 泰吏／編著 

消えた巨大生物 エマニュエル・グルンドマン／著 

清潔な暮らしは 1 枚のタオルからはじまる 新津 春子／著 

毎日、牛まみれ 牛川 いぬお／著 

新理系の人々 よしたに／著 

世界の人と楽しむ折り紙 山梨 明子／編著 

奇跡の朗読教室 斉藤 ゆき子／著 

小
説
等 

世界を救う 100 歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 

③九度目の十八歳を迎えた君と 浅倉 秋成／[著] 

あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子／著 

慟哭は聴こえない 丸山 正樹／著 

じじばばのるつぼ 群 ようこ／著 

 

 ほんのなまえ かいたひと 

絵
本
以
外 

答えは本の中に隠れている 岩波ジュニア新書編集部／編 

④こんなときどうする!?かいけつブック 辰巳 渚／著 

⑤14 歳からの政治入門 池上 彰／著 

絵
本 

森のあかちゃん コゼッタ・ザノッティ／文 

⑥つるつるプール えぐち よしこ／作 

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ／作 

 

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、 

す
べ
て
の
資
料
が
さ
が
せ
ま
す 

◆

７
月

の
新

し
い
本
◆ 

   

 ③                  ④                     ⑤               ⑥ 

 

7 月の利用状況 開館日数：２５日 

利用者数：1,611 人(64.4 人/日) 貸出点数：5,492 点(219.68/日) 

蔵王町立図書館 電話 33-2018 

http://www.gozain.jp/library/ 
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