
行政との葛藤・協力を経てオープン、大成

功をおさめた「岩手県立児童館いわて子

どもの森」。その初代館長・吉成信夫氏

が、試行錯誤を繰り返しながら魅力あふ

れる児童館を運営してきた、その軌跡・

秘訣を紹介します。

吉成 信夫　著

学文社　出版

ハコモノは変えられる!
子どものための公共施設改革

東海新報社の編集局長である佐々木克孝

氏が取材して巡った気仙三十三観音霊場。

『東海新報』で連載したものを加筆修正し

書籍化。豊富なカラー写真や地図等と共

に、気仙地域に伝わる観音信仰を見つめ

直す作品です。

佐々木 克孝　著

東海新報社　出版

祈りの道
気仙三十三観音霊場巡礼

あかちゃんが持っているものはおもちゃ。

おかあさんが持っているものは大根。

ロボットが持っているものはトンボ。

じゃあ、くまさんが持っているものは ? 

水沢市（現・奥州市）出身の漫画家・吉田

戦車氏の初の絵本です。

よしだ せんしゃ　著

河出書房新社　出版

あかちゃんもってる

ウギャルとは「魚」と「海」の頭文字にギャル

をかけ合わせた造語。モデル・Lie（ライ）

氏が、大切な魚食文化、そして魚を通じ

て得た人と人とのつながりを、釜石市と

協力した「ウギャルプロジェクト」の

活動を通じて紹介します。

Lie　著

時事通信出版局　出版

ウギャルになった、わたし。
Gift from fish

石細工の職人になることに身を捧げた

少女と、男装をして怪異に挑む運命を

受け入れた少女。奥州市（江刺）出身の

勝山海百合氏が描く、何があろうとも

選んだ道を進んでゆく、ひたむきな2人

の少女たちが彩る不思議な中華少女小

説です。

勝山 海百合　著

早川書房　出版

玉工乙女
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※6月の映画会についてはスタッフまでお問い合わせ下さい
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会場 ： ４階展示コーナー
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会場 ： ４階展示コーナー
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岩手に残る教科書 庶民の読み書きの教科書として広まった往来物。

岩手県立図書館に所蔵されている特色ある往来物

を中心に、 明治、 昭和初期の教科書を紹介します。

ルイス・キャロル　著

トーベ・ヤンソン　絵

メディアファクトリー　出版

ルイス・キャロル　著

トーベ・ヤンソン　絵

メディアファクトリー　出版

933.6
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石野 文香　著

小学館　出版

石野 文香　著

小学館　出版

K913.6
イシ

学校や家庭に何かしらの問題がある子ど

もたち。彼らが見つけた唯一の聖域で繰

り広げられる幻想的な物語。疎外感や自

分の存在価値について悩む主人公たちに

は共感が持てます。

あたたかくて、作者の「生」に対する思い

が伝わってくる作品です。

（著者は岩手県出身）
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おはなし☆すてーしょん

14:00 ～（日曜日）

おはなし☆すてーしょん

14:00 ～（日曜日）

ファミリーおはなし会

14:30 ～（日曜日）

手づくりかみしばい

14:30 ～（土曜日）

おはなし会

毎月 11:30 ～第１　　 曜日、第４　  曜日日 月

どんなふうに散歩するかは、参加される皆さまの

自由です。できる限りリクエストにお応えします！

図書館 3 階入口にお出でください。

などなど

★館内をぐるっと 1周してみたい

★インターネット端末の予約をしてみたい

★図書館の裏側を見てみたい

★誕生日の新聞を読んでみたい

（30 分程度）図書館♪さんぽ図書館♪さんぽ 例えば・・・

期間 ： ６月１４日（火）～６月２３日（木）

会場 ： ４階展示コーナー文部科学省検定済

教科書展示会
※最終日は１５時まで

平成 24 年度から使用される

中学校と高校の教科書を展示します。

不思議の国のアリスパークチルドレン

県立図書館スタッフ県立図書館スタッフ県立図書館スタッフ おすすめの本おすすめの本おすすめの本！ ！

ティム・バートン監督の映画で注目を集

めたアリス・・・。あのムーミンのトーベ・

ヤンソン挿絵のアリスがあるってご存知

でしたか？このヤンソンアリス、本国で

は絶版らしいですよ。ファンなら必見！

文章も、キャロル自身が語り聞かせる口

調をそのまま。なので、また違った雰囲

気で読めます。

図書館探検記 その４
そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！

「コンシェルジュ」って、図書館を使う私たちの味方なんだね。

たくさん「図書館さんぽ」に参加して

なんでも知ってるコンシェルジュのお姉さんみたいになりたいな♪

知りたいことがいっぱいの小学生、知りたがりの

そめちゃん。今回は、岩手県立図書館の案内係

「コンシェルジュ」に密着して、毎月開催される

館内見学会の「図書館さんぽ」にも参加したよ！

図書館のお仕事密着！
～コンシェルジュ編～

いろんなご案内ができるように

さまざまな資料も作っているんだって！

コンシェルジュのみなさんは、ほかにも

資料を探している方を棚にご案内したり、

一緒に本を探してくれたりもするんだよ。

次は自動化書庫。

ここにも約 7 万冊の本があって、機械が本を

探して持ってきてくれるんだよ！すご～い！！

今回の見学会では、展示担当者による

ギャラリートークもあったよ。

最後に、電子資料の使い方を教えてもらったよ。

図書館さんぽの内容は毎回違うから、

何回参加しても楽しいね♪

初めて参加する図書館さんぽ♪

まず最初は普段は見られない書庫に案内してもらったよ。

この集密書庫には約 28 万冊の本があるんだって！
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