
岩手県立図書館のあゆみ
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 青柳倉記碑拓本 - - - K/289/ｱ1/7

2 青柳文庫誌 青葉倶楽部∥編 青葉倶楽部 1931.11 K/289/ｱ1/3

3 青柳文蔵伝
東山町文化財調査
委員会∥編

青柳文蔵先生没後
150年祭実行委員会

1989.9 K/289/ｱ1/10 ○

4 石川啄木墓碑拓本 墓碑表面 - 〔出版者不明〕 - ﾀｸ/9/72

5 稲荷文庫特別展
稲荷文庫特別展実
行委員会∥編

稲荷文庫特別展実
行委員会

1991.2 K/025/ｲ8/1 ○

6
岩手県の自由民権運動
（※『教養実習ノート』No.６に収録）

宮城学院女子短期大学教
養科歴史研究グループ 1971.3 K/312/ﾐ1/1

7 岩手県立図書館
（※昭和43年開館時のパンフレット）

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1968 016.1/ｲ1/5 ○

8
岩手県立図書館
（『新建築』第43巻9月号 収録）

菊竹清訓建築設計
事務所∥編

新建築社 1968.9 K/016.1/ｷ1/1

9
岩手県立図書館
（『近代建築』第60巻7号 収録）

- 近代建築 2006.7 K/016.2/ｲﾜ ○

10
岩手県立図書館
（『新建築』第81巻8号 収録）

吉田 信行∥〔ほ
か〕編集

新建築社 2006.7 K/016.2/ｲﾜ ○

11
岩手県立図書館
（『GA JAPAN』81 収録）

-
エーディーエー・エ
ディタ・トーキョー

2006.7 K/016.2/ｲﾜ ○

12
岩手県立図書館
（『建築技術』第679号 収録）

- 建築技術 2006.8 K/016.2/ｲﾜ ○

13
岩手県立図書館図書目録
和漢書之部

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1923.6 K/029.1/ｲ1/0-23

14
岩手県立図書館のあゆみ
新館落成記念誌

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1969.3 K/016.1/ｲ1/6 ○

15
岩手県立図書館要覧
昭和33年度

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1958 K/016.1/ｲ1/8-58

16 小保内定身と会輔社の業蹟 高橋 九一∥編 福岡町教育委員会 1960.12 K/289/ｵ10/2 ○

17 会輔社規緒言 - - 1882 37-81

18 学軌稿本 那珂梧楼 （自筆本） 慶応 ○37-4

19 上閉伊郡志
岩手県教育会上閉
伊郡部会∥編

岩手県教育会上閉
伊郡部会

1913.11 K/261/ｲ1/1

20
館長さんの一日
（※サンデー毎日別冊に収録）

鈴木 彦次郎∥著 毎日新聞社 1950.7 K/914/ｽ1/2

21
館報
自大正12年第1号至昭和8年第10号

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館
1923-
1933

K/016.1/ｲ1/1-1-10

22
館報
（※復刊1号から10号の合綴）

岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館
1949-
1953

K/016.1/ｲ1/2-1-10

23 漢和対照妙法蓮華経 島地 大等∥著 三樹一平 1922.1 183.3/ﾑﾗ2

24
季刊 北の町　第9号
特集 会輔社と稲荷文庫

- 薔薇社 1987.4 KS05/ｷ8

25 菊池寿人の生涯 藤井 茂∥著
菊池寿人先生伝記
刊行会

1984.7 K/289/ｷ14/2 ○

26 玉東舎 舎員名簿 - - - 新01-1
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

27 玉東舎 第15回総集会報告 - - 1897 01-1

28
西国立志編
（※玉東舎蔵書印押印）

スマイルズ∥著
中村 正直∥訳

七書屋 1877 159/ｽ4/4

29 島地大等和上行実 白井 成允∥著 明治書院 1933.7 K/289/ｼ3/1

30
自由の征矢
岩手民党夜話

鈴木 彦次郎∥著 岩手日報社 1956.8 K/312/ｽ1/1 ○

31
小天地　第1巻第1号
（※復刻版）

- 盛岡啄木会 1978.1 ﾀｸ/9/2

32
銭形平次の心
野村胡堂あらえびす伝

藤倉 四郎∥著 文芸春秋 1995.9 K/910.268/ﾉﾑ ○

33 仙岳随談
新渡戸 仙岳∥著
森 荘巳池∥編

寺の下通信社 1963.9 K/289/ﾆ5/1 ○

34 大日本東奥会輔社大要 会輔社∥編 会輔社 1938.4 K/372/ｶ3/1

35 啄木映画われ泣きぬれて 吉田 孤羊∥輯 吉田孤羊 1948 ﾀｸ/ﾖ1/21-83

36 遠野市史 第3巻
森 嘉兵衛∥監修
遠野市史編修委員会∥編 遠野市 1976.5 K/261.2/ﾄ43 ○

37
図書館雑誌 第62巻8号
（※第62巻1号～12号の合綴本）

- 日本図書館協会 1968 010.5/ﾄ1/68 ○

38 図書展覧会出品目録 第5回 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1930.11 K/027.9/ｲ1/1

39 図書展覧会出品目録 第6回 岩手県立図書館∥編 岩手県立図書館 1931.11 K/027.9/ｲ1/2

40
図書目録
（※盛岡図書館の蔵書目録）

- - 1916 02.9-23

41
図書目録
（※玉東舎の蔵書目録）

- - 1885 02.9-22

42 南部藩教育小史 上飯坂 直美∥編 盛岡市役所 1937.10 K/372/ｶ1/1

43
俳諧句合集
（俳諧文庫 第16編）

角田 竹冷∥校訂 博文館 1899 911.308/ｷｸ1/16

44 評伝那珂梧楼 高野 豊四郎∥著 〔高野豊四郎〕 2008.4 K/289.1/ﾅｶ ○

45
米国学校法　上
（※玉東舎蔵書印押印）

- 文部省（印刷） 1878.10 373.2/ﾎ1/1-1

46 みやこしま 小野素郷 - 天明3年 新91.3-16

47 宮沢賢治全集 第1巻
宮沢 賢治∥著
高村 光太郎∥〔ほか〕編輯 文圃堂書店 1935.7 ｹﾝ/8/1-1

48
宮沢賢治全集 第1巻
詩集 乾巻

宮沢 賢治∥著 十字屋書店 1951 ｹﾝ/8/4-1

49
盛岡新誌
（※1～33号の合綴本）

- 求我社
1878-
1880

05-1

50 盛岡藩校作人館物語 長岡 高人∥著 熊谷印刷出版部 1980.11 K/376/ﾅ1/1 ○

51 やなぎ樽研究 第3巻第10号 - 柳書刊行会 1927.10 911.4/ﾉﾑ23/3-10

52
山奈宗真
遠野の生んだ先覚者

田面木 貞夫∥編著
遠野市教育文化振
興財団

1986.3 K/289/ﾔ21/1 ○

53 四次元
賢治思慕 号外 1957.9 ｢四次元｣特集

- 宮沢賢治研究会 1957.9 KSｹﾝ/ﾖ1
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ひろがる図書館サービス
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 浦安図書館を支える人びと
鈴木 康之∥著
坪井 賢一∥著

日本図書館協会 2004.12 016.2135/ｽｽﾞ ○

2 浦安図書館にできること 常世田 良∥著 勁草書房 2003.5 016.2135/ﾄｺ ○

3 課題解決型サービスの創造と展開 大串 夏身∥編著 青弓社 2008.4 015/ｵｵ ○

4
学校図書館を「活性化」する
公立図書館の支援

参納 哲郎∥著
図書館流通セン
ター

2005.3 017/ｻﾝ ○

5 現代の図書館　第45巻 第2号
「国立図書館のビジネス支援」

- 日本図書館協会 2007.6 S010/ｹﾞ1/45-2

6 Ｃｏｓｍｏｓ　下
カール セーガン∥著
木村 繁∥訳

朝日新聞社 1980.11 440/ｾ1/1-2 ○

7 Ｃｏｓｍｏｓ　上
カール セーガン∥著
木村 繁∥訳

朝日新聞社 1980.11 440/ｾ1/1-1 ○

8
これからの図書館
２１世紀・知恵創造の基盤組織

大串 夏身∥著 青弓社 2002.3 016.2/ｵｵ ○

9
これからの図書館像
地域を支える情報拠点をめざして

〔これからの図書館の在り
方検討協力者会議∥編〕

これからの図書館の在
り方検討協力者会議 2006.3 016.2/ｺﾚ ○

10 地域に図書館はありますか？
身近に図書館がほしい
福岡市民の会∥編 石風社 2008.7 016.2191/ﾁｲ ○

11
地域の情報ハブとしての図書館
課題解決型の図書館を目指して

-
図書館をハブとした
ネットワークの在り方
に関する研究会

2005.1 010.4/ﾁｲ ○

12
町立図書館をつくった！
島根県斐川町での実践から

白根 一夫∥編著 青弓社 2008.3 016.2173/ｼﾗ ○

13 図書館学基礎資料　第８版 今 まど子∥編著 樹村房 2009.2 010/ｺﾝ ○

14 図書館学の五法則
S.R.ランガナタン∥著
森耕一∥監訳 日本図書館協会 1981 010.1/ﾗ1/1 ○

15
図書館雑誌　第103巻 第2号
「鳥取県立図書館は高等学校図書館に何を提
供しているのか？」

- 日本図書館協会 2009.2 S010/ﾄ2/103-2

16 図書館雑誌　第103巻 第5号
「館種を越えた連携で生きる力を支える」

- 日本図書館協会 2009.5 S010/ﾄ2/103-5

17
図書館雑誌　第102巻 第4号
「神奈川県立図書館における法律情報サービ
スについて」

- 日本図書館協会 2008.4 S010/ﾄ2/102-4

18
図書館雑誌　第103巻 第1号
「国立国会図書館における資料のデジタル化
と利用提供」

- 日本図書館協会 2009.1 S010/ﾄ2/103-1

19
図書館長の仕事
「本のある広場」をつくった図書
館長の実践記

ちば おさむ∥著 日本図書館協会 2008.8 013/ﾁﾊﾞ ○

20 図書館に訊け！ 井上 真琴∥著 筑摩書房 2004.8 B015/ｲﾉ ○

21
図書館はコミュニティ創出の「場」
会員制ライブラリーの挑戦

小林 麻実∥著 勉誠出版 2009.11 016.59/ｺﾊﾞ ○

22
図書館はまちの真ん中
静岡市立御幸町図書館の挑戦

竹内 比呂也ほか∥著 勁草書房 2007.3 016.215/ﾄｼ ○

23
鳥取県立図書館のすがた
平成２１年度　要覧

鳥取県立図書館∥
編集

鳥取県立図書館 2009.5 016.2172/ﾄﾂ/2009 ○

24
都立図書館は進化する有機体で
ある

ライブラリーマネジ
メント研究会∥編著

ひつじ書房 2003.3 016.2136/ﾄﾘ ○

25
病院患者図書館
患者・市民に教育・文化・医療情報を
提供

菊池 佑∥著 出版ニュース社 2001.12 K016.54/ｷｸ ○

26 まちの図書館でしらべる
『まちの図書館でしら
べる』編集委員会∥編 柏書房 2002.1 015/ﾏﾁ ○
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文字を読む
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 上村松園・松篁・淳之展
茨城県天心記念五
浦美術館∥編集

茨城県天心記念五
浦美術館

c2004 721.9/ｳｴ ○

2 浮世絵大家集成 16 - 大鳳閣書房 1931.7 721.8/ｳ2/16

3
浮世絵　美人画・役者絵 4
歌麿 1

〔喜多川 歌麿∥画〕 講談社 1965 721.8/ｳ3/4 ○

4 源氏物語絵巻 - 岩手日報社 1994.7 K090/ｹﾞ1

5 源氏物語絵巻解説書 徳川 義宣∥監修 岩手日報社 1994.7 K090/ｹﾞ2

6
世界美術大全集　第18巻
ロココ

坂本 満∥責任編集 小学館 1996.8 708/ｾ12/18 ○

7 続日本絵巻大成 11 小松 茂美∥編 中央公論社 1983.7 721.2/ﾆ4/2-11 ○

8 日本絵巻大成 25 小松 茂美∥編 中央公論社 1979.3 721.2/ﾆ4/1-25 ○

9 風俗画報 復刻　第131号 - 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3

10 風俗画報 復刻　第218号 - 国書刊行会 1973 380.5/ﾌ3

11
文読む姿の西東
描かれた読書と書物史

田村 俊作∥編 慶応義塾大学出版会 2007.12 720.4/ﾌﾐ ○

読書を愉しむ
No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

1 あやしい本棚 中野 翠∥著 文芸春秋 2001.4 019.9/ﾅｶ ○

2 打たれ強くなるための読書術 東郷 雄二∥著 筑摩書房 2008.2 B019.12/ﾄｳ ○

3
売れない本にもドラマがある
ある小出版社の16年

柴田 敬三∥著 ほんの木 2002.10 023.067/ｼﾊﾞ ○

4 絵本カタログ Ｐｏｏｋａ編集部∥編 学研 2007.7 Q019.53/ｴﾎ ○

5 弟の家には本棚がない 吉野 朔実∥著 本の雑誌社 2002.5 019.9/ﾖｼ ○

6
カバー、おかけしますか？
本屋さんのブックカバー集

出版ニュース社∥編 出版ニュース社 2004.12 024/ｶﾊﾞ ○

7
教科書が載せられない名文
江戸時代の再発見

棚橋 正博∥著 小学館 2003.6 910.25/ﾀﾅ ○

8 教科書に載った小説 佐藤 雅彦∥編 ポプラ社 2008.4 908.3/ｷﾖ ○

9
今日の事件簿
ミステリー雑学366日

三国 隆三∥著 展望社 2000.11 902.3/ﾐｸ ○

10 教養のためのブックガイド 小林 康夫∥編 東京大学出版会 2005.3 019.9/ｷﾖ ○

11 決定版！超カンタン速読入門
寺田 昌嗣∥著
玉城 博正∥著

金の星社 2002.11 J019/ﾃﾗ ○

12 『広辞苑』は信頼できるか
国語辞典100項目チェックランキング 金武 伸弥∥著 講談社 2000.7 813.1/ｶﾈ ○

13 国語辞典の名語釈 武藤 康史∥著 三省堂 2002.12 813.1/ﾑﾄ ○

14 誤読日記 斎藤 美奈子∥著 朝日新聞社 2005.7 019.9/ｻｲ ○

15 この本読んだ？おぼえてる？ 2 あかぎ かんこ∥著 フェリシモ 2001.11 Q019.5/ｱｶ/2 ○

16
自分をとり戻すための読書術
本と対話する生き方

中山 庸子∥〔著〕 講談社 2002.9 019.12/ﾅｶ ○
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No 資 料 名 著 者 名 等 出　版　者 出版年 請求記号 貸出

17
小学生のための読解力をつける魔法の本棚
できる子は本をこう読んでいる 中島 克治∥著 小学館 2009.7 379.9/ﾅｶ ○

18 書評のおしごと 橋爪 大三郎∥著 海鳥社 2005.9 019.9/ﾊｼ ○

19 新解さんの謎 赤瀬川 原平∥著 文芸春秋 1996.7 914.6/ｱ54/4 ○

20
世界の長編文学
あらすじと読みどころで味わう

土田 知則∥編 新曜社 2005.8 902.3/ｾｶ ○

21
楽しい読みきかせえほんの回転
木馬

-
うれし野こども
図書室

2002.11 K019.53/ﾀﾉ ○

22 遅読のすすめ 山村 修∥〔著〕 新潮社 2002.10 019.12/ﾔﾏ ○

23 注文の多い活字相談
本の雑誌編集部∥
編

本の雑誌社 2002.9 019.9/ﾁﾕ ○

24 使えるレファ本１５０選 日垣 隆∥著 筑摩書房 2006.1 B015.2/ﾋｶﾞ ○

25
読書へのアニマシオン入門
子どもの「読む力」を引き出す

有元 秀文∥著 学研 2002.10 Q019.2/ｱﾘ ○

26 読書と図書館 大串 夏身∥編著 青弓社 2008.6 010.4/ｵｵ ○

27
図書館大好き１年生
絵本と育つ子どもたち

福家 珠美∥著 かもがわ出版 1997.4 019.53/ﾌｸ ○

28 図書館屋の書物捜索 朝倉 治彦∥著 東京堂出版 1987.5 020.4/ｱ2/2 ○

29 はじめてのアニマシオン
岩辺 泰吏∥著
まなび探偵団アニマシオン
クラブ∥著

柏書房 2003.5 Q019.2/ﾊｼﾞ ○

30 百年の誤読 岡野 宏文∥著 ぴあ 2004.11 019.9/ｵｶ ○

31 文学作品書き出し事典
日外アソシエーツ編
集部∥編集

紀伊国屋書店（発売） 1994.7 913.03/ﾆ1/1ｲ ○

32
返品のない月曜日
ボクの取次日記

井狩 春男∥著 筑摩書房 1985.11 023/ｲ1/1 ○

33
本づくりの常識・非常識
第二版

野村 保惠∥著 印刷学会出版部 2007.9 023/ﾉﾑ ○

34 本棚の本 - アスキー 1987 024.9/ﾎ1 ○

35
本の探偵事典
ごちそうの手がかり編

あかぎ かんこ∥著 フェリシモ 2005.3 Q019.5/ｱｶ ○

36
本の探偵事典
どうぶつの手がかり編

あかぎ かんこ∥著 フェリシモ 2005.5 Q019.5/ｱｶ ○

37
本の虫
その生態と病理－－絶滅から守る
ために

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ ヤング∥著
薄井 ゆうじ∥訳 アートン 2002.11 019/ｽﾃ ○

38
本の読み方
スロー・リーディングの実践

平野 啓一郎∥著 ＰＨＰ研究所 2006.9 019.12/ﾋﾗ ○

39 真夜中の図書館 辻 桂子∥著 郁朋社 2006.8 016.2/ﾂｼﾞ ○

40 ミステリの名書き出し１００選 早川書房編集部∥編 早川書房 2006.11 902.3/ﾐｽ ○

41
村々に読書の灯を
椋鳩十の図書館論

椋 鳩十∥著 理論社 1997.9 010.4/ﾑｸ ○

42 メニューにない本ください！ 山崎 慶子∥監修 フェリシモ 2003.3 019.9/ﾒﾆ ○

43 モダン都市の読書空間 永嶺 重敏∥著
日本エディタース
クール出版部

2001.3 019/ﾅｶﾞ ○

44 読まず嫌い。 千野 帽子∥著
角川グループパブ
リッシング（発売）

2009.8 902.3/ﾁﾉ ○

45
読んだ気になる日本の古典
名文・名場面で楽しむ

千明 守∥著 ＰＨＰ研究所（発売） 2002.7 910.2/ﾁｷﾞ ○
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46 わが子をひざにパパが読む絵本５０選 桑原 聡∥著
産経新聞ニュース
サービス

2005.5 Q019.53/ｸﾜ ○

47
渡したい本がある　君のために。
成功と幸せが集まってくる「読書
のすすめ」

清水 克衛∥著 ゴマブックス 2006.7 019.9/ｼﾐ ○
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 岩手県立図書館のあゆみ 

大正 10 年 1921 
10 月、岩手県立図書館設置文部大臣認可。11 月、原敬より図書購入費として 1 万円寄贈される。

岩手県立図書館館則制定。 

  11 年 1922 建設工事完成。開館（職員 10 名、蔵書 15,451 冊）。 

  12 年 1923 村井文庫寄贈される。巡回文庫開始。 

昭和 9 年 1934 図書館令改正により岩手県中央図書館に指定。 

  13 年 1938 菊池文庫寄贈される。 

  20 年 1945 空襲の激化に備え、貴重図書を疎開。 

  24 年 1949 岩手県フイルムライブラリー併設。新渡戸文庫寄贈される。 

  25 年 1950 貸出文庫開始。図書館法施行。 

  27 年 1952 移動文庫開始。千厩・福岡分館開設。 

  28 年 1953 岩手県立図書館閲覧所に関する規定制定（釜石・久慈） 

  29 年 1954 岩手県図書館協会創設。 

  34 年 1959 釜石・久慈閲覧所、分館に昇格。自動車文庫こまどり号巡回開始。 

  35 年 1960 岩手県読書推進運動協議会創設。 

  37 年 1962 閲覧室の外壁崩れる。 

  39 年 1964 野村文庫寄贈される。都市計画に伴い、一部閲覧室・事務室とりこわし。 

  40 年 1965 図書館建設調査委員会最終設計案了承。 

  42 年 1967 新館建設工事完成。 

  43 年 1968 新館開館式（職員 26 名、蔵書 147,567 冊）。わかば読書室開設。 

  44 年 1969 図書館定例映画会開始。 

  45 年 1970 県立図書館分館廃止。 

  54 年 1979 読書普及啓発活動開始 

  60 年 1985 自動車文庫を読書普及啓発活動事業と統合。 

平成 3 年 1991 ボランティア活動者に委嘱状を交付し活動開始。 

  6 年 1994 手づくり絵本出版化協議（初出版） 

  9 年 1997 高度情報化推進事業開始（古文書、啄木、賢治関係資料のデジタル化）。 

  10 年 1998 データベース構築事業開始。 

  12 年 2000 県立図書館ホームページ開設。 

  15 年 2003 新県立図書館運営計画策定。図書情報システム稼動。 

  16 年 2004 図書資料搬送業務開始。 

  17 年 2005 
国立国会図書館総合目録ネットワークへのデータ提供の開始。 

複合施設竣工。移転作業のため休館。 

  18 年 2006 指定管理者制度導入。新館開館（職員 11 名、指定管理者スタッフ 40 名、蔵書 62 万 5 千冊）。
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