
歴史を調べる 

 
◆『郵便のはなし』 

新美 景子∥著 さ・え・ら書房 

  （Ｊ080/ﾁｭｳ 1/29 集密書庫）   

◆『目でみるマスコミとくらし百科 1』 

  井上 卓朗∥監修  日本図書センター 

  （J361/ﾒﾃﾞ/１ 児童室） 

 

    やくわりを調べる 

 
◆『手紙を書こう! 1～3』 
   山崎 順子∥監修 鈴木出版 

    （Ｊ816/ﾃｶﾞ/1～3 児童室） 

 

◆『なんかヘンだを手紙で伝える』 
  村中 李衣∥作 玉川大学出版部 

     （Ｊ816/ﾑﾗ 児童室） 

 

     マナーを調べる 
 

◆『みんなのマナーとルール 4』 
  杉山 美奈子∥著  学研 

   （Ｊ385/ﾐﾝ/4 児童室） 

◆『手紙・はがきの書き方』 
TOSS∥著 タラントン 

 （J816/ﾄｽ 児童室） 

 

 こんな施設にも行ってみよう。 
 

◆盛岡てがみ館 （019-604-3302） 

 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10   

     プラザおでって 6 階 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『手紙手帖』 
木村 衣有子∥著  祥伝社 

（816.6/ｷﾑ 一般開架） 

 

◆『文豪に学ぶ超一流の手紙術』 

亀井 ゆかり∥著  サンマーク出版 

  （816.6/ｶﾒ 一般開架）  

館報・新聞も読んでみる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『盛岡てがみ館館報 平成 12～30 年度』 

盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館    

（K816.6/ﾓﾘ/～2018 集密書庫） 

 
◆『岩手日報 こども新聞』（集密書庫） 

・2017 年 2 月 14 日 7 面 

 「手紙を書いてみよう」 

 

   インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2019.12.26） 

◆ ゆうびん.JP 
  https://yu-bin.jp/ 

 

◆ 国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  https://iss.ndl.go.jp/children/top/ 

 

 

 

 

           2020.1 作成 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

てがみ、書いたことある？ 

もらったことは？ てがみっ

て、なんだろう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.36 

てがみ 



 

 

『場面でわかる正しい 

ことばづかいと敬語 4』 

田近 洵一・宮腰 賢∥監修 

くもん出版（J809/ﾊﾞﾒ/4）   

『てがみはすてきな 
おくりもの』 

スギヤマ カナヨ∥著  

講談社（J816/ｽｷﾞ） 

 

 

 

（J596/ｶﾚ） 

  

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『小学新国語辞典』 

   光村教育図書 （JR813/ｼﾖ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

郵便 封書 封筒 便せん    

用件  たより  前文  主文  末文 

電子メール エアメール ふみの日 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

ポストに入れるだけで、手

紙は相手にとどきます。世

界中にとどきます。こんな 

仕組み、どうやってできたの？ ポストが

できる前は？ など、教えてくれる本です。 

 

 

 

 

 

     

 ことばの使い方によって、 

同じ内容でも、受けとるがわの印象はち

がってきます。場面によって使い方がか

わることばや敬語について学びます。 

 

 

 

 

 

てがみが遠い町まで届くのは、 

届けるために働く人たちがいるからです。

郵便局での職場体験を見ながら、どんな作

業や知識が必要なのか、学んでいきます。 

 

  

 

 

 

 

封筒や便せんはお店で 

売っているものだけでは、ありません。葉

っぱや貝がら、ときには紙のお皿だって、

てがみになります。身の回りのもので、す

てきなてがみを作ってみましょう。 
 

 

   

 

 
 
      外国にいるお友達へ、てがみ 

  をおくるときの、ルールを教

えてくれます。住所の書き方や相手の名前

を書く時のマナーなど、例を使ってわかり

やすく説明されています。 

『英語でできる 
国際交流アイディア集 1』 

高橋 作太郎∥監修 田中 ひろし∥著 

岩崎書店（J830/ｴｲ/1） 

 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『知ってる?郵便のおも
しろい歴史』 
郵政博物館∥編著 

 少年写真新聞社（J693/ｼﾂ） 

   

 

 

 

『「職場体験学習」にすぐ役 

立つ本 11 運輸の職場』 

森 茂∥監修          

学研（J366/ｼﾖ/11） 
オーパック 



 

 

『場面でわかる正しい 

ことばづかいと敬語 4』 

田近 洵一・宮腰 賢∥監修 

くもん出版（J809/ﾊﾞﾒ/4）   

『てがみはすてきな 
おくりもの』 

スギヤマ カナヨ∥著  

講談社（J816/ｽｷﾞ） 

 

 

 

（J596/ｶﾚ） 

  

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『小学新国語辞典』 

   光村教育図書 （JR813/ｼﾖ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

郵便 封書 封筒 便せん    

用件  たより  前文  主文  末文 

電子メール エアメール ふみの日 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

ポストに入れるだけで、手

紙は相手にとどきます。世

界中にとどきます。こんな 

仕組み、どうやってできたの？ ポストが

できる前は？ など、教えてくれる本です。 

 

 

 

 

 

     

 ことばの使い方によって、 

同じ内容でも、受けとるがわの印象はち

がってきます。場面によって使い方がか

わることばや敬語について学びます。 

 

 

 

 

 

てがみが遠い町まで届くのは、 

届けるために働く人たちがいるからです。

郵便局での職場体験を見ながら、どんな作

業や知識が必要なのか、学んでいきます。 

 

  

 

 

 

 

封筒や便せんはお店で 

売っているものだけでは、ありません。葉

っぱや貝がら、ときには紙のお皿だって、

てがみになります。身の回りのもので、す

てきなてがみを作ってみましょう。 
 

 

   

 

 
 
      外国にいるお友達へ、てがみ 

  をおくるときの、ルールを教

えてくれます。住所の書き方や相手の名前

を書く時のマナーなど、例を使ってわかり

やすく説明されています。 

『英語でできる 
国際交流アイディア集 1』 

高橋 作太郎∥監修 田中 ひろし∥著 

岩崎書店（J830/ｴｲ/1） 

 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『知ってる?郵便のおも
しろい歴史』 
郵政博物館∥編著 

 少年写真新聞社（J693/ｼﾂ） 

   

 

 

 

『「職場体験学習」にすぐ役 

立つ本 11 運輸の職場』 

森 茂∥監修          

学研（J366/ｼﾖ/11） 
オーパック 



 

 

『場面でわかる正しい 

ことばづかいと敬語 4』 

田近 洵一・宮腰 賢∥監修 

くもん出版（J809/ﾊﾞﾒ/4）   

『てがみはすてきな 
おくりもの』 

スギヤマ カナヨ∥著  

講談社（J816/ｽｷﾞ） 

 

 

 

（J596/ｶﾚ） 

  

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『小学新国語辞典』 

   光村教育図書 （JR813/ｼﾖ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

郵便 封書 封筒 便せん    

用件  たより  前文  主文  末文 

電子メール エアメール ふみの日 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

ポストに入れるだけで、手

紙は相手にとどきます。世

界中にとどきます。こんな 

仕組み、どうやってできたの？ ポストが

できる前は？ など、教えてくれる本です。 

 

 

 

 

 

     

 ことばの使い方によって、 

同じ内容でも、受けとるがわの印象はち

がってきます。場面によって使い方がか

わることばや敬語について学びます。 

 

 

 

 

 

てがみが遠い町まで届くのは、 

届けるために働く人たちがいるからです。

郵便局での職場体験を見ながら、どんな作

業や知識が必要なのか、学んでいきます。 

 

  

 

 

 

 

封筒や便せんはお店で 

売っているものだけでは、ありません。葉

っぱや貝がら、ときには紙のお皿だって、

てがみになります。身の回りのもので、す

てきなてがみを作ってみましょう。 
 

 

   

 

 
 
      外国にいるお友達へ、てがみ 

  をおくるときの、ルールを教

えてくれます。住所の書き方や相手の名前

を書く時のマナーなど、例を使ってわかり

やすく説明されています。 

『英語でできる 
国際交流アイディア集 1』 

高橋 作太郎∥監修 田中 ひろし∥著 

岩崎書店（J830/ｴｲ/1） 

 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『知ってる?郵便のおも
しろい歴史』 
郵政博物館∥編著 

 少年写真新聞社（J693/ｼﾂ） 

   

 

 

 

『「職場体験学習」にすぐ役 

立つ本 11 運輸の職場』 

森 茂∥監修          

学研（J366/ｼﾖ/11） 
オーパック 



歴史を調べる 

 
◆『郵便のはなし』 

新美 景子∥著 さ・え・ら書房 

  （Ｊ080/ﾁｭｳ 1/29 集密書庫）   

◆『目でみるマスコミとくらし百科 1』 

  井上 卓朗∥監修  日本図書センター 

  （J361/ﾒﾃﾞ/１ 児童室） 

 

    やくわりを調べる 

 
◆『手紙を書こう! 1～3』 
   山崎 順子∥監修 鈴木出版 

    （Ｊ816/ﾃｶﾞ/1～3 児童室） 

 

◆『なんかヘンだを手紙で伝える』 
  村中 李衣∥作 玉川大学出版部 

     （Ｊ816/ﾑﾗ 児童室） 

 

     マナーを調べる 
 

◆『みんなのマナーとルール 4』 
  杉山 美奈子∥著  学研 

   （Ｊ385/ﾐﾝ/4 児童室） 

◆『手紙・はがきの書き方』 
TOSS∥著 タラントン 

 （J816/ﾄｽ 児童室） 

 

 こんな施設にも行ってみよう。 
 

◆盛岡てがみ館 （019-604-3302） 

 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10   

     プラザおでって 6 階 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『手紙手帖』 
木村 衣有子∥著  祥伝社 

（816.6/ｷﾑ 一般開架） 

 

◆『文豪に学ぶ超一流の手紙術』 

亀井 ゆかり∥著  サンマーク出版 

  （816.6/ｶﾒ 一般開架）  

館報・新聞も読んでみる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『盛岡てがみ館館報 平成 12～30 年度』 

盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館    

（K816.6/ﾓﾘ/～2018 集密書庫） 

 
◆『岩手日報 こども新聞』（集密書庫） 

・2017 年 2 月 14 日 7 面 

 「手紙を書いてみよう」 

 

   インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2019.12.26） 

◆ ゆうびん.JP 
  https://yu-bin.jp/ 

 

◆ 国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  https://iss.ndl.go.jp/children/top/ 

 

 

 

 

           2020.1 作成 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

てがみ、書いたことある？ 

もらったことは？ てがみっ

て、なんだろう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.36 

てがみ 



歴史を調べる 

 
◆『郵便のはなし』 

新美 景子∥著 さ・え・ら書房 

  （Ｊ080/ﾁｭｳ 1/29 集密書庫）   

◆『目でみるマスコミとくらし百科 1』 

  井上 卓朗∥監修  日本図書センター 

  （J361/ﾒﾃﾞ/１ 児童室） 

 

    やくわりを調べる 

 
◆『手紙を書こう! 1～3』 
   山崎 順子∥監修 鈴木出版 

    （Ｊ816/ﾃｶﾞ/1～3 児童室） 

 

◆『なんかヘンだを手紙で伝える』 
  村中 李衣∥作 玉川大学出版部 

     （Ｊ816/ﾑﾗ 児童室） 

 

     マナーを調べる 
 

◆『みんなのマナーとルール 4』 
  杉山 美奈子∥著  学研 

   （Ｊ385/ﾐﾝ/4 児童室） 

◆『手紙・はがきの書き方』 
TOSS∥著 タラントン 

 （J816/ﾄｽ 児童室） 

 

 こんな施設にも行ってみよう。 
 

◆盛岡てがみ館 （019-604-3302） 

 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10   

     プラザおでって 6 階 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『手紙手帖』 
木村 衣有子∥著  祥伝社 

（816.6/ｷﾑ 一般開架） 

 

◆『文豪に学ぶ超一流の手紙術』 

亀井 ゆかり∥著  サンマーク出版 

  （816.6/ｶﾒ 一般開架）  

館報・新聞も読んでみる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『盛岡てがみ館館報 平成 12～30 年度』 

盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館    

（K816.6/ﾓﾘ/～2018 集密書庫） 

 
◆『岩手日報 こども新聞』（集密書庫） 

・2017 年 2 月 14 日 7 面 

 「手紙を書いてみよう」 

 

   インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2019.12.26） 

◆ ゆうびん.JP 
  https://yu-bin.jp/ 

 

◆ 国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  https://iss.ndl.go.jp/children/top/ 

 

 

 

 

           2020.1 作成 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

てがみ、書いたことある？ 

もらったことは？ てがみっ

て、なんだろう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.36 

てがみ 
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