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図書館
スタッフ代表

ちゃんがゆく！
そめ

イワオ

二度泣き橋を
ご存知ですか？

図書館探検記 その３

図書館の案内などの
お手伝いを主な業務とし、
癒しの存在として
県立図書館では蔵書点検のため、3月24日（木）
館内のあらゆるところに
から31日（木）まで休館します。この期間中、
そっといる。
実際どんな作業を行っているのか、利用者代表
のそめちゃんが図書館スタッフのイワオに聞い
てみました。

～蔵書点検～

Q1
A1

Q2
A2

どんなふうに点検しているの？

岩手県立図書館ではフロアに並んでいる資料をきれいに整理して
バーコードの読取→目録データとのチェック→資料確認→データの更新
という流れで点検しているよ。

A4

閉館して一斉にやらないと正しくチェックできないからだよ。
でも蔵書点検が終わると、図書館がもっと利用しやすくなる
からそれまで楽しみに待っててね。

3月 4 月 5月

おはなし会
おはなし☆すてーしょん
14:00 ～（日曜日）

6日

3日

1日

手づくりかみしばい
14:30 ～（土曜日）

12 日

9日

14 日

17 日

15 日

24 日

22 日

おはなし☆すてーしょん 20 日
10：30 ～
14:00 ～（日曜日）
ファミリーおはなし会
14:30 ～（日曜日）

子ども

Q4

地元の人が知らなくて、転勤族が知っている固有名詞。意外とどこにもあるのかも知れないが、
この開運橋の話しはいい話だ。
盛岡に勤務を命ぜられた男が、雪降る前の橋の上にたって、岩手山を見ながら「なんでこんな
ところに・・・・」と泣き、数年が過ぎて、新任地へ向かうとき「どうしてこんないい街から・・・」
と泣く。盛岡の街の人情に涙する転勤族の悲哀が凝縮されているネーミングなのだ。
いま、私は密かにこの橋をテーマに演歌を作っている。転勤族の応援歌つまりは別れの曲だ。
二度目の涙を期待して・・・。

13:30 ～

（日・月曜日）

21 日
（月・祝）

3月

映画会

閉館するのはどうして？

こばやし ぜこう

総括責任者

一般

Q3
A3

岩手県立図書館

蔵書点検ってなあに？

本が分類どおりに棚に並んでいるか、所蔵資料がなくなって
いないかなどを調べる事だよ。
わかりやすくいえば、お店でいう「棚おろし」にあたる作業だね。

盛岡市内のタクシーに乗って、運転手さんに尋ね
ると「はい、知ってますよ」という答えと、「どこ
でしょう？」と逆に質問を返してくる人、首を傾げ
ながらも「開運橋のことですか」と応じてくれる人、
ほぼ三分の一の確率で返ってくる。一方、カラオケ
スナックで演歌などを歌っている転勤族風の男性に
聞くと、100% が「開運橋でしょう」と、自信をもっ
た声で答えてくる。

13・14 日

11:00 ～
（日曜日）

13 日

企画展

－立志の時代とゆかりの人々－
期間 ： ２月１８日（金） ～ ４月１７日（日）
会場 ： ４階展示コーナー

4月

5月

10・11 日

8・9 日

原敬が凶刃に倒れてから 90 年。平民宰
相と呼ばれた彼の原点ともいえる盛岡で
過ごした幼少年期を中心に、彼を取り巻
く人々を、また政治家以外に見せた顔な
どを、資料とともに紹介しながら足跡をた
どります。

24・25 日 22・23 日
10 日
24 日

8日
22 日

大槻文彦と辞書の世界
－『言海』刊行120周年－

去年の写真を見ると、
図書の移動もしているの？

期間 ： ４月２９日（金･祝）～ ６月５日（日）
会場 ： ４階展示コーナー

～コンシェルジュと巡る図書館（館内見学）～
蔵書点検では図書館全体のメンテナンスもするんだよ。
棚の大掃除もあるし、1 年で一番体力を使う時期なんだ。

１日
毎月
第４ 月
第

曜日

日本初の本格的国語辞典 『言海』 刊行120
周年にあたる今年、著者である大槻文彦の
生涯と大槻家の業績を紹介します。また辞書
の歴史等に関する資料もあわせて展示します。

11:30 ～

曜日 （30 分程度）
参加方法：開催日時に図書館 3 階
入り口付近にお集まりください。
コンシェルジュと一緒に館内さんぽ♪を
しながら蔵書検索（OPAC）や自動貸出機を
使ってみよう♪

休館日

た！！

いるんだね。謎は解け

ろな事をして
閉館していてもいろい

原敬

3月

3/

24 ～ 31
（木）

（木）

4月

5月

（木）

（土） （火）

28 28 31
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