
後藤新平の力量が発揮されたのは
台湾総督府民政長官時代。ゲリラ
の絶えなかった台湾は、植民地経
営の成功例の一つと言われるまで
になりました。政治指導者のリーダ
ーシップとは何か、後藤新平の台湾
での業績を通して描かれています。

散策 & 観賞
【南部地域】編岩手

修学旅行に行く前に読む本

渡辺利夫  著/中央公論新社 出版

後藤新平の台湾
人類もまた生物の一つなり

修学旅行や校外学習といった特別
活動の事前学習向けのガイドブッ
クです。花巻・遠野・奥州・平泉
といった岩手県南部地域にある約
20件の観光 ・ 学習施設を掲載。
中尊寺をはじめとした魅力的な定
番スポットを豊富な写真と共に紹
介しています。データは2020 年
7月のものです。

ユニプラン　出版

西域の夢とロマンを井上靖はどの
ように描いたのか。史実と想像力
がせめぎあう歴史小説創作の秘密
に迫ります。「七章　宮澤賢治の西
域物」では、 賢治の残した書簡、
ノート、メモ等を参照し、近代中央
アジア探検と賢治の西域物との関
わりについて論じられています。

井上靖とシルクロード
西域物の誕生と展開

劉東波  著 / 七月社 出版

おすすめ郷土資料 4 月 - 6 月2021 年

末原正彦  著 / コールサック社 出版

21世紀も語り継がれ、読み継がれ
る詩人 ―宮沢賢治・中原中也 ・
金子みすゞ。若くして亡くなった 3
人の一生はどんなものであったの
か。そして各々の詩はどんな環境で
生まれたのか。朗読ドラマを通して
伝えます。

宮澤賢治 ・ 中原中也
金子みすゞ 【朗読ドラマ集】

パウロタスク  著 / 幻冬舎 出版

農家メシ︕

新米の卵かけご飯、井戸で冷やし
たスイカに、 天然ふきのとうの天ぷ
ら…。東京から岩手で農家を営む
妻の実家に引っ越した著者が、農
家ならではのごちそうを味わいつく
すコミックエッセイです。 『幻冬舎
plus』での連載に加筆修正し、
単行本化しました。

千葉望  著 / 理論社 出版

大切な人は今もそこにいる
ひびきあう賢治と東日本大震災

陸前高田と東京、妹・トシの死に
まつわる宮澤賢治の作品が、3月
11日とひびきあう―。陸前高田の
実家のお寺が東日本大震災の避
難所となった著者。震災後10年を
迎える今、伝えたいことを綴ります。 発行
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ご利用いただくため、昨年から設置しています。
そこで今回は、この「図書除菌機」について
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不特定多数の方が利用する図書館の書籍を、紫外線を使って除菌する機械だよ︕
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機械の中に本を入れたら
スイッチを押すだけ︕
とってもカンタン♪
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本の下から風をあてることがポイント︕
ページが開かれ、紫外線が本の内側
まで届くほか、間に挟まったほこりや
髪の毛を除去してくれる仕組みだよ。
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してくれる⁉

消臭抗菌剤を循環させ、

アロマによる消臭をすることで

煙草やペットのにおいなどを
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本の大きさにもよるけど、
一度に 6 冊除菌できるよ︕
たくさん借りる人でも
効率よく利用できるね。
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一度に何冊
　　除菌できるの︖一度に何冊
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30 秒で除菌完了︕

上部にあるデジタル画面で

除菌の状態と残り時間が正確に

表示されるからとっても便利︕

除菌時間はどれくらい︖除菌時間はどれくらい︖

資料に対する除菌は、感染症を完全に防ぐものではございません。引き続き、資料利用前や
利用後の手洗い、咳エチケット等の感染症対策へのご協力をお願いいたします。
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時間までに
　　　会場へ

9/19 日

ファミリーおはなし会

10/17日

おはなし☆すてーしょん

みて‼みて‼みて‼みて‼

図書館の防災図書館の防災図書館の防災図書館の防災図書館の防災
きいて‼きいて‼きいて‼きいて‼きいて‼きいて‼ しろう‼しろう‼しろう‼しろう‼しろう‼しろう‼
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防災訓練について聞いてみよう!! コンシェル
ジュがフロアや資料をご案内します !!
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10 名
3階コンシェルジュデスク前
8/4（水）9時より来館または
電話で受付（019-606-1730）

9/4
14:00-14:30

土
定員

集合

申込
方法

としょかん特別映画会としょかん特別映画会としょかん特別映画会
企画展 「近代いわての歌人・俳人」 関連映画会

いわて人物史 Vol.3  第11話

山峡は時雨るるまま
西塔幸子
【1999年／26分】

日
祝8/8 月9/6再上映

14時～時間 先着22名定員

4階ミニシアター会場

近代いわての
企画展

歌人俳人
７/３１

１０/１７

開催期間

土

日

会場　　４階企画展示コーナー

石川啄木や山口青邨など、優れた歌人・俳人

を多く輩出している岩手。全国高校生短歌大会

や盛岡国際俳句大会の開催など、短歌・俳句の

文芸は近年ますます盛り上がりを見せています。

その礎を作り上げた近代の歌人・俳人たちに

スポットを当て、その作品と魅力を紹介します。

賢
資 料 展

治
第35回

企画展

10/31　～ 1/16
2021. 2022.

4 階企画展示コーナー会場

期間

第７5回読書週間（10/27～11/9）に
合わせ、過去２年間に新しく収集した
宮沢賢治関連資料を一堂に集め展示・
紹介します。

日 日
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