
人外境ロマンス 

理想通りの素敵な恋人。
しかし、 彼には裏の仕事が…。
「かわいい狙撃手」をはじめ、書き
下ろしの 「ちいさいピアニスト」など
全6編を収録しています。ヒトと、人外

（人間ではない）の存在のせつない
恋と謎を描いた連作ミステリーです。
著者は岩手県生まれです。

北山猛邦　著／角川書店　出版
理想通りの素敵な恋人。
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著者は岩手県生まれです。

北山猛邦　著／角川書店　出版

あなたの知らない岩手県の歴史
山本博文　監修 ／洋泉社　出版
北上川流域は古代の「日高見国」
だった？！ 藤原清衡はなぜ 「平泉」
に拠点を置いた？ 久慈琥珀は盛岡
藩の特産品だった？等々、 魅力
あふれる意外な岩手県の歴史を
Q&A 形式で紹介しています。
近世日本政治 ・ 外交史を専門と
する著者が監修しています。
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女を上げる英会話
好かれる人、愛される人、品のいい人はこう話す

田村明子　著／青春出版社　出版
「好かれる人、愛される人、品のいい
人はこう話す」 店員に笑われない、
レストランで上客に扱われる、男性
の心をつかむ会話術とは？ 盛岡市
出身で、世界を飛び回るジャーナ
リストが、女性としての知性と品格を
感じさせる英会話とそのコツを、
日本人が苦手とするソーシャルスキル

（社交術）とともに紹介しています。
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へんしんデパート 
だれがいちばんにあうかな? 

たかてらかよ　文／浅沼とおる　絵
ひかりのくに　出版
今日は家族みんなでお買い物。
へんしんデパートで、おしゃれに
へ～んしん！ 化粧にメガネ、
かつら、つけひげ、スカート…。
だれが一番にあうかな？
へんてこな変身絵本です。 絵は、
岩手県出身の浅沼とおるさんが
描いています。
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ゲノムの国の恋人
瀬川深　著／小学館　出版
ヒトゲノム解析を専門とするタナカは、
ある独裁国家に呼ばれ、上流階級
令嬢7人の中から、最も理想的な
ゲノム（DNA が持つ遺伝情報）を
持つお妃候補を見つけるよう依頼
される。だが、どの女性のゲノムにも
問題があることが判明して…。
遺伝学研究に携わる著者は、
岩手県生まれです。
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つらい時、顔を上げてみよう。空を
見上げると雲がある。雲を見てい
ると、けっして一人じゃないと思う。
2011年の大震災で被害のあった
岩手、宮城、福島を訪ねたフォト
ジャーナリストが、そこで撮影した
雲や人々の笑顔の写真を、
メッセージとともに紹介しています。
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県立図書館では、岩手に関する江戸期・
明治期の古絵図や古文書・古記録などの
所蔵資料を、より便利に使いやすくするため、
当館ホームページ「電子図書館」で公開しています。

電子図書館電子図書館電子図書館電子図書館
ご家庭のパソコンから、

岩手の歴史に
触れてみませんか？

イーハトーブ岩手電子図書館
当館が所蔵する古絵図 ・古文書 ・古記録等の
資料をデジタル化して公開しています。書名や郷土
和本分類から収録資料を検索することができます。

収録コンテンツは随時追加していきます。
「イーハトーブ岩手電子図書館」より高画質です。

デジタルライブラリーいわて
当館が所蔵する古絵図・古文書・古記録等、
および宮沢賢治・石川啄木関係資料を

デジタル化して公開しています。貴重な資料を
多く収録していますが、画質は粗めです。

当館内で利用できる電子資料閲覧サービスで、
高画質画像を閲覧することができます。

イーハトーブ岩手電子図書館トップ画面
デジタルライブラリーいわてトップ画面

閉伊街道図閉伊街道図

クリック
デジタル化した上記所収の資料は、
普段、保存のため「貴重書庫」と呼ばれる
専用耐火書庫に保管されています。

デジタル化した上記所収の資料は、
普段、保存のため「貴重書庫」と呼ばれる
専用耐火書庫に保管されています。ウェブ展示室

企画展「いわての歴史シリーズ4
海とともに」（2012年2月開催）

企画展「世界の平泉へ」
（2011年8月開催）

企画展やミニ展示を、インターネット上でも
ご覧いただけるよう、内容の一部を公開
しています。電子版目録・図録や、企画
展のデジタル版として、お楽しみください。

そめちゃん’ｓＥＹＥ
ア イ

当館のフリーペーパーと同じ

名前だったことも、このキャンペーンを

行うきっかけになったんだって♪

総括責任者の菊池さんと一緒に

くわしく紹介するね♪

そめちゃんメモ

県立図書館に行こう！キャンペーン

ぺ っ こ
peccoを持って

お菓子が
もらえるよ！
お菓子が

もらえるよ！
岩手県オリジナルプライベートブランド 「pecco」（以下PB「pecco」）って
知ってる？「県のブランド」として発信する全国初の PB商品で、岩手県で
親しまれているお菓子をモチーフにした商品が発売されているんだよ！
そこで、岩手の読書週間（2/1～14）に、共同キャンペーンを行います！

内容 本誌 「pecco vol.26」と、PB 「pecco」を持って、
県立図書館 3 階に来てね。 先着 100 名様に
PB「pecco」のお菓子をプレゼント！

期間
（プレゼントがなくなり次第終了させていただきます）

2/1（土）～14（金）（※お一人様１回限り）

らら・いわての
おねえさん

らら・いわての
おねえさん

■当館ホームページ内「pecco vol.26」のダウンロード画面を見せてね！

■PB「pecco」 は、ロゴ部分を切り取ったものでもいいよ！

これでも
OK！
【キャンペーン問合わせ先】 岩手県立図書館（TEL）019-606-1730 ／岩手県商工労働観光部産業経済交流課（TEL）019-629-5539

◆県立図書館◆アイーナ総合受付
◆県庁県民室◆県庁生協（県庁舎地下1階）

◆県内市町村立図書館 ・ 公民館図書室

◆盛岡駅構内 「いわてのアンテナショップ」
◆県庁生協（県庁舎地下1階）◆岩手県産（株）運営の
   岩手県アンテナショップ（「らら・いわて」盛岡市菜園　他）

お菓子

フリーペーパー

PB 「pecco」 主要売場

本誌 「pecco vol.26」 設置場所

ぜひご参加くださいね！

←フリーペーパーの pecco
←お菓子の pecco
それぞれのpeccoを

持ってきてね♪

県立図書館スタッフおすすめの本県立図書館スタッフおすすめの本

盛岡で冷麺が食べられる
あの店にはこんな歴史があったんだ・・・。

地元っ子なら知ってて損はありません。
K596.38
コニ

リエゾンパブリッシング   出版
小西 正人　著 

盛岡冷麺物語
夏休み・・・よく近所の駄菓子屋行ったなぁ・・・。
そんな懐かしい記憶がよみがえります。レトロな
ものからアニメまでチューイングガムの
歴史が楽しめる 1 冊。 さぁ、
小銭を持って駄菓子屋に行こう!

675.18
チユ ピエ・ブックス  出版

小槌 義雄　監修 

チューイングガムのつつみ
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企画展　いわての歴史シリーズⅥ企画展　いわての歴史シリーズⅥ

いわてに生きる③　川をゆくいわてに生きる③　川をゆく

期間 ： ２月２１日（金）～４月１３日（日）
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当館が所蔵する古文書等資料の中から、

「川」に関する資料を集めて展示し、

豊かな自然の恩恵を受け、川に寄り添い

生きてきた岩手の人々の姿を紹介します。
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