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食欲の秋。これらのエピソードに思いを馳せながら、季節を彩る旬の食材を味わってみてはいかがでしょうか？

 
 
 

２００６年 秋号 岩手県立図書館 児童コーナー 

 

 

 

 

 

 
実りの季節がやってきました。サンマに柿・栗・カボチャ…カボチャはハロウィーンや冬至といった

秋冬の行事にも大きなつながりがあるようです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

わかば通信

○も○く○じ 

１…あれこれかぼちゃ話    ３…来て見て児童コーナー 

２…読書の秋に何を読む？   ４…１０月～１２月の行事予定 

                  編集後記 

あれこれ 
かぼちゃ話 

1 年中でいちばん昼が短
く、夜が長い日で、12 月 22
日頃に当たります。 
ナンキンはカボチャの異名

のひとつ。この日に「ン」の
つくものを食べると幸せにな
れるとか。寒い冬を元気に過
ごせますようにとの願いか
ら、冬至にカボチャを食べる
のですね。 

冬至とは？ 

アメリカを中心に行われる、秋の収穫を祝
い悪霊を追い出す祭り。 

パンプキンパイは、アメリカの感謝祭で作
られる定番料理のひとつ。カボチャはヨーロ
ッパの人々がアメリカに移住した時、インデ
ィオからつくり方を教わって飢えをしのいだ
大切な食べ物。感謝の気持ちが現代まで受け
継がれているのですね。 

10 月 31 日はハロウィーン 

 
カボチャの黄色には様々な栄養

素が含まれていて、風邪の予防に
なると言われています。 
太陽の力が衰えている寒い時期

に、鮮やかに輝くカボチャの黄色
は、人々の目にさぞ魅力的に映っ
たことでしょう。 
 ※ハロウィーンで使われるこのオバケ提灯、

名前を「Jack-o‘-Lantern」 

(ジャックオランタン)といいます。 

江戸時代にポルトガル人
がカンボジアのカボチャを
持ち込んだことから、「カン
ボジア」がなまって「カボ
チャ」となりました。 

参考文献・・『そだててあそぼう 12 カボチャの絵本』 (J626/ｶﾎﾞ) 
『日本の年中行事 11・12 月』 (J386/ﾌｶ 16) 

※ ( )内の数字は当館請求記号です。 
 
ハロウィン・ジャパン・インフォ http://www.h-jp.info/ 
ハロウィーン通信 http://www.pat.hi-ho.ne.jp/maaz/season/halloween-index.htm 
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 秋を思わせるテーマを設定しています。ご参考にしてください。 

…「実りの秋に」   …「眠れぬ夜に」   …「ハロウィン」    …「芸術の秋」    …「ゆっくりじっくり読みたい本」 

『ゆかいな仮装を楽しむ本』（J750/ｳｲ）魔女・海賊・ロビンフット。みんな着たい、作れる！かんたん、楽しい！ 

『西洋名画コレクション (1～5) 』（J723/中 1/1～5）主要な名画たちを、基本のテーマ別に紹介。 

『木島始少年詩集 イグアナのゆめ』(J911/ｷｼﾞ) リズミカルで躍動感があり、まっすぐ 

心に語りかけてくる詩篇…。自分の心に重なりあう言葉に、出逢える詩集です。 

『オーケストラだいすき』(J764/ｵｻﾞ) オーケストラの楽器・編成・楽曲などを楽しく紹介。 

これを読めばオーケストラがわかる！ 

『みんなやわらかい』(J911/ﾀﾆ) 言葉にしないでください。…ただ、感じてください。 

 

オープンしてから早 5 ヵ月。利用頻度の高い図書が固定化されてきました。 
人気高し！ かいけつゾロリ、忍たま乱太郎。 強し！ 怪談レストラン、アンパンマン。 

ハリーポッターやゲド戦記などの話題の本も、未だロングラン更新中。 
あれっ、でも忘れていませんか？‥まだまだあります素敵な本。 

読書の秋にとっておきのものをご紹介! 

『おおきなおおきなおいも』（J913/低 883）いもほり遠足、まちきれない！そうだおいもの絵をかこう！ 

『十一月の扉』(J913/ﾀｶ)  中学生の爽子は、父親の転勤を機に十一月荘で暮らすことに… 

『モモ』(J943/ｴﾝ) 時間泥棒を追って、不思議な少女モモと一緒に時間の国へ。「いそがしい」が口癖のあなたに。 

『はじまりの樹の神話 こそあどの森の物語⑥』（J913/ｵｶ）スキッパーは言葉を話すキツネに導かれ、 

女の子を助けます。その子は大昔、神話の時代からやってきたのでした。 

『まじょのおいもパーティー』(J913/ﾏｼﾞ)さてさて、ポテトばばの正体は…!?  

『たこやきハロウィン』（J913/中 1359）こころほっくりハロウィン焼き♪ 

絵絵絵本本本   

『秋は林をぬけて』（ｴﾎﾝ/ｺ）秋の北海道、少女秋と家族の暮しを色彩豊かに描く 

『アルバートの感謝祭』（ｴﾎﾝ/ﾄ）アルバートはパーティーの準備でふりまわされて、もう大変！ 

『にぐるまひいて』（ｴﾎﾝ/低 1699）家族とは、生きるとは？じんわりと心にしみる絵本 

『あらまっ』（ｴﾎﾝ/ﾗ）おばあちゃんは「はやくねなさい」というけれど… 

『旅するベッド』（ｴﾎﾝ/ﾊﾞ）ジョージは今夜も、魔法のベッドで旅をする 

『パパお月さまとって』（ｴﾎﾝ/低 2164） 娘にせがまれたパパは、夜空にはしごをかけて… 

『ハロウィーンのおばけ屋敷』（ｴﾎﾝ/ｼ）ここはハロウィーンの館。暗く不気味なおばけ屋敷。 

そこへ、牢屋から逃げ出した二人組みがやってきた。 

『かぼちゃスープ』（ｴﾎﾝ/ｸ）世界一おいしいかぼちゃスープのできあがり！ 

『おばけやしきへようこそ！』（ｴﾎﾝ/低 3223）森で迷った女の子。たどり着いたのはお化け屋敷。さあどうする？ 

読読読みみみ物物物   

そそそののの他他他   
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机 

吉田賢雄文庫 

検索用パソコン 

机 

Q000～Q019 
Q909～Q999 

Q019～Q908 
※「Q・・」は当館請求記号です 

児童図書目録 
児童文学事典 

絵本研究 
読み聞かせ等 

 

よしだけんゆう 

・こどもと読書 
・こどもの本棚 
・児童文学資料研究 
・日本児童文学 
・わかば通信(児童コー

ナー発行) 

雑誌棚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 1 回 ピックアップ！児童図書研究室 ～“児童図書研究室”って？～ 
 
研究室というと難しい本ばかり置いてあると思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

分かりやすく言うと、ここは「児童書について調べるための本を集めた部屋」です。「昔読んだあのお

話何だっけ？」そんなときは研究室をお使いください。ここにある資料があなたの本探しをお手伝いし

ます。 
 

例えばどんなとき？～最近の事例から～ 
Ｑ，「子供の頃に聞いたのでタイトルを忘れてしま

いました。『女の子が病気のお母さんのために水を

汲みに行くのですが、帰り道で困っている人たち

にひしゃくで一杯ずつお水をあげているうちに、

とうとう桶が空っぽになってしまう』という内容

の伝説が書かれてある本はないですか？」 
 
以上の情報から、主に「女の子」「ひしゃく」「お

母さん」の 3つのキーワードが導き出されます。 
タイトルがわからなくても大丈夫。児童図書研

究室には、目録類が多種そろっています。この

場合は 
『世界の児童文学 登場人物索引』を使いまし

ょう。「女の子」で引いたところ、わかりました。 
 

Ａ，「トルストイ作『北斗七星』というお話でした。

尾家順子さんの訳で『おはなしのろうそく ２５』

（国際子ども図書館編・発行）に収録されていま

す」 
 
 この事例の場合、残念ながら当館では所蔵し

ておりませんでした。(10 月に入る予定です) 
そこで「横断検索」(県内の図書館の蔵書をま

とめて検索できるシステム)で、県内で所蔵して

いる図書館を調べてご案内しました。横断検索

はホームページからもお使いいただけます。県

内の図書館の所蔵を調べたい時にお役立てくだ

さい。 
                                                 

タイトルはわからないが 

内容はわかる 

 あのお話し 
何だっけ？ 

キーワード 
・「女の子」 
・「ひしゃく」 
・「お母さん」 

☝検索ツールを選ぶ 
『世界の児童文学登場人物索引』 

トルストイ作:尾家順子訳『北斗七星』 
「おはなしのろうそく」25 巻 
(東京こども図書館編･発行)に収録 

横断検索で 
県内の図書館に 
所蔵しているか探す 県内の所蔵図書館を紹介 

児童図書研究室に行く 

図書館に探している

本がなかった・・ 
検索用パソコン 
でしらべる 

キーワードの一つ「女の子」で引く 

タイトルがわかる 
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場所‥児童コーナー おはなし室 
毎月 第２土曜日１４：３０～ 手づくりかみしばいの会 
   第３日曜日１１：００～ おはなし☆すてーしょん 
   第４日曜日１４：３０～ おはなしわかば 
 

  
場所‥音と映像コーナー ミニシアター 
※１１月から日程が変更されます 
１０月   第１・３日曜日 １０時～  (９時３０分開場) 
１１月から 第２・４日曜日 １１時～ (１０時３０分開場) 
 １０月 １１月 １２月 

お話し会 １４日、１５日、２２日 １１日、１９日、２６日 ９日、１７日、２４日 

図書館子ども映画会 １日、１５日 １２日、２６日 １０日、２４日、 
 

 
今年の夏は、以前の図書館より開館時間が長くな

ったこともあり、夏休みの調べ物をする子どもたち

で大賑わいでした。 

７月 15 日から８月 20 日までの間に行われた『図

書館を使った“調べる学習コンクール”受賞作品展』

では、夏休み自由研究のヒントを得ようと、作品を

手にとって、熱心に目をとおす親子連れの姿がみら

れました。アンケートの結果も好評でしたので、で

きましたら来年も企画したいと考えております。 
この季節、赤くお化粧した木々の葉や、ピンクオ

レンジ色の夕焼けを見るとついつい顔がほころびま

す。春から蓄積された疲れと、夏で火照ってしまっ

た心と体に安らぎを与える季節が私にとっての秋で

す。心待ちにしていた季節の到来を、喜んでいる今

日この頃です。 
 

「わかば通信」第 20 号はいかがでしたか？ご意見･ご感想は下記までお寄せください 

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目 7 番 1 号いわて県民情報交流センター[アイーナ]内 

岩手県立図書館「わかば通信」係 

TEL：019-606-1730 FAX：019-606-1731 
ホームページアドレス http//www.library.pref.iwate.jp/ E-mail アドレス homepage＠library.pref.iwate.jp 


