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かなしみはちからに、欲（ほ）りは
いつくしみに、いかりは智慧に

みちびかるべし-。宮沢賢治の作品の
中から、生きる力や希望が湧いて

くることばをテーマ別に選び、
やさしい解説を加えながら

紹介しています。

石 寒太　著
実業之日本社　出版
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宮沢賢治祈りのことば
悲しみから這い上がる希望の力

のせ猫
かご猫シロと3匹の仲間たち

まるごときせつの行事

むかしながらの日本の行事を
まるごと遊んでみよう ! 色紙で

作ったこいのぼり、おばあちゃんの
手づくりジャム、ビーチグラスの

ランタンなどのつくり方を掲載
しています。著者は、工作･手芸・料理
など手作り大好きな岩手県出身の

イラストレーターです。

コダシマ アコ　著
みやづ かなえ　写真
かもがわ出版　出版

むかしながらの日本の行事を
まるごと遊んでみよう ! 色紙で

作ったこいのぼり、おばあちゃんの
手づくりジャム、ビーチグラスの
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コダシマ アコ　著
みやづ かなえ　写真
かもがわ出版　出版

志村 章子　著
大修館書店　出版

明治、大正、昭和を生きた日本人と
ガリ版の縁は深い。宮澤賢治も
また25歳のとき、東京の文信社で
謄写版の筆耕・校正者として働いて
いました。教育、社会運動から芸術
の分野まで、幅広く活躍した簡易
印刷器・ガリ版とそれにまつわる
人々の物語を紹介しています。 
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ガリ版ものがたり

三陸沿岸の美しい風景を背に走る
三陸鉄道は、なくてはならない
地元の誇り。東日本大震災で
甚大な被害を受けましたが、

全線復旧に向けて着実に前へ
進んでいます。復興のシンボル

として走り出した “さんてつ” の
1 年を鉄道写真の第一人者が

作品と文で綴ります。

中井 精也
インタビュー・写真

徳間書店　出版
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進んでいます。復興のシンボル

として走り出した “さんてつ” の
1 年を鉄道写真の第一人者が

作品と文で綴ります。

中井 精也
インタビュー・写真

徳間書店　出版

走れ、さんてつ!
三陸鉄道のある風景よ、もう一度!!

くまのごろりん 
あまやどり

やえがし なおこ　作
ミヤハラ ヨウコ　絵
岩崎書店　出版

子ぐまのごろりんはある日、
仲良しの水車の “ごっとん” と
大ゲンカ。腹を立てたごろりんが
森を歩いていると、大雨が降って
きて・・・。「雪の林」で、椋鳩十児童
文学賞・新美南吉児童文学賞を
受賞した岩手在住の著者が描く、
思いやり溢れるお話です。
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SHIRONEKO　著
宝島社　出版

かごで寝るのが大好きな元祖
「かご猫」のシロと 3 匹の
仲間たちが、今度は「のせ猫」に
なりました。頭や手に、くだものや
野菜、ザルやカップアイスなど
様々なモノをのせる猫たちの
かわいい写真集です。ちなみに、
4 匹とも岩手県出身です。
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県立図書館スタッフ県立図書館スタッフ県立図書館スタッフ の本の本の本

子どもの　　　　　　 に答える本子どもの　　　　　　 に答える本“なんで?”“なんで?”“なんで?”
だれでもありますよね？“なんで？”って思うこと。
子どもの “なんで？” はとっても大切なことです。

そんな“なんで？”に答える大人は
とっても大変なことです。

そっとこの本を開いてみてください。
答えがあるかもしれません。

MISONO 教育研究会　著

アミューズブックス　出版

049
コド

父が子と見上げる星座と宇宙父が子と見上げる星座と宇宙父が子と見上げる星座と宇宙
宇宙人はいる？いない？この本を読めば、

答えが見つかります。 星空について
キホンのキから分かるやさしい内容に

なっています。 この本を読み終えた後、
あなたは星空博士☆となっていることでしょう。

443.8
ツボ

坪内 忠太　著
新講社　出版

新渡戸稲造と『武士道』
～生誕 150 年記念～
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企画展

日時 ： ８月３日（金）～９月２３日（日）

会場 ： ４階展示コーナー

新渡戸稲造生誕 150 年にあたる今年。

「太平洋の架け橋」になることを念願した、

国際人 ・新渡戸稲造の代表的著書

『武士道』の執筆背景を中心に、生い立ちや、

国際活動等を当館所蔵資料とともに紹介します。

企画展

第３０回 啄木資料展
期間：１０月５日（金）～１１月２５日（日）

会場：４階展示コーナー
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（社）読書推進運動協議会主催の

『第66回読書週間』（10/27～11/9）に合わせ、

過去 2年の間に当館が新たに収集した

石川啄木関連資料を一堂に集めて展示します。
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図書館のお仕事密着

その２
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そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！ ～展示ができるまで～～展示ができるまで～～展示ができるまで～

知りたいことがいっぱいの小学生そめちゃんが、今回は展示、
「図書館スタッフおすすめの本」ができるまでをレポートするよ♪

スタッフが書いた書評を集め…スタッフが書いた書評を集め… 大きな台紙に貼付けます。大きな台紙に貼付けます。

あわせて、リストも作成します。
後で読みたいときに便利だね！
あわせて、リストも作成します。
後で読みたいときに便利だね！

今回の展示には、読書のお供
「しおり・ブックカバー」を限定配布。
デザインから作成まで当館オリジナル！

今回の展示には、読書のお供
「しおり・ブックカバー」を限定配布。
デザインから作成まで当館オリジナル！

今回は一戸町立奥中山中学校の
生徒さんが体験学習の一環で

お手伝いしています。

今回は一戸町立奥中山中学校の
生徒さんが体験学習の一環で

お手伝いしています。
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本を集めて…本を集めて…

いざ展示！いざ展示！

⑤⑤ ⑥⑥

ワンポイント ・ ポストン！
one point poston

展示をするとき、大事にしている

のがテーマ設定。季節に合わせた

ものや、話題のものなど、展示を

通して新たな世界との出会いを

お手伝いします！

ア
イ

館内では、各所で展示を行って
いるよ。テーマはさまざま！
図書館に来たときはぜひ

CHECK！

レポート

そめ
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