2011 年 ６月 ～ ９月分

盛岡さわや書店奮戦記
伊藤 清彦 著／論創社 出版
80 年代後半、新宿・町田の山下書店で雑誌・文庫の売り上げを急激に
伸ばし、
90 年代に入り、盛岡の地に“この人あり”と謳われた名物店長・
伊藤清彦の軌跡です。本への情熱と棚作りの技を開陳しています。

スコッチ・オデッセイ
1971黄金の特級時代を想う
盛岡スコッチハウス 編／盛岡出版コミュニティー 出版
盛岡スコッチハウスが長年収集してきた銘柄とブレンド会社・蒸留所
の情報をまとめました。主に、1971年の洋酒輸入自由化から1989年
の級別および従価税廃止までの約 18 年間に発売されたスコッチを
紹介しています。

こども武士道
今日から実践の巻
高橋 和の助 文／大垣 友紀惠 絵／講談社 出版
新渡戸稲造の「武士道」をこども向けにわかりやすくまとめました。
著者は小学生の子どもたちから寄せられた悩みや疑問に、武士道の精神
をもって回答しています。日常生活の中で、武士道の教えを取り入れる
ヒントが満載です。

間取り★探偵
懐かしアニメ&マンガの間取り78
影山 明仁 著／三栄書房 出版
盛岡市で不動産業・建設コンサルタント業を営む著者が、マンガや
アニメに登場する物件の間取りを推理。
「あしたのジョー」「機動戦士
ガンダム」のほか、「注文の多い料理店」に登場する「山猫軒」など、
人気作品の間取りを多数収録しています。

東京シネマ酒場
あの名作と出逢える店を酔い歩く
高橋 渡 著／祥伝社 出版
名作シネマと都内の酒場の深い関係とは ? 映画と酒を愛し続ける
元「恵比寿ガーデンシネマ」の名支配人、
岩手出身の高橋渡氏。自らの映画人
体験と、数々の逸話を盛り込んで東京中の居酒屋 & バーを紹介します。
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LOUVRE
ルーブル訪問
ＮＨＫソフトウェア 出版
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パリの中心部、セーヌ川の右岸に位置し、
毎日たくさんの入館者を迎えるルーブル。
いつか訪れてみたいですね。このDVDは、
代表的な作品を、音声解説とともに見る
ことができます。自宅にいながら、ルーブル
の作品に間近であえますよ。
ゆっくりくつろぎながら遠い地での出来事
に思いを馳せてみませんか？

４階 展示コーナー

本がたくさん並んでいるね。
平成２１年８月から今年７月までに県立図書館で
受け入れた、宮沢賢治関連資料が展示されているんだよ。

ススメ～

「賢治の生きた時代と自然災害」コーナーでは、
地震・津波・凶作など、賢治が生きた時代に起こった
自然災害を取り上げ、作品への影響なども
紹介していたよ。

過去の賢治資料展の目録
今回で３０回を迎える賢治資料展。
過去の展示を振り返るコーナーもあって、
なつかしい目録などが見られるチャンス！

①

利用者向けの図書館体験教室です。
図書館の基本的
な利用方法や特徴などを、
体験しながら学ぶことが
できます。
これから図書館を利用したい方、
もっと上手に図書
館を活用したいと考えている方へお勧めです。

開催日：11 月 7 日( 月 )
時

間：13：00 ～

象：中学生以上の方

定

員：10 名 ※先着順

誕生日の新聞を探してみよう！

11月6 日（日）10 時～（30 分程度）対象：小学生

②

図書館ツアー ＋ スタッフが教える
図書館の活用方法
11月6 日（日）11 時 30 分～（45 分程度）
対象：高校生以上

③

(1 時間程度 )

対

山田 泰幸 著／マール社 出版

図書館さんぽ

教室

～図書館生活の

ガイド付き！図書館ツアー！

11月7 日（月）11 時 30 分～（30 分程度）
対象：中学生以上

申込方法：10 月 8 日 ( 土 ) より、
来館、または電話で受付
問合せ・申込み先：岩手県立図書館
コンシェルジュ担当 019-606-1730（代）

参加方法：下記の場所に集合してください♪
（事前申込みは必要ありません）

①･････アイーナ４階図書館入口付近
②・③･････アイーナ３階図書館入口付近

映画会

10月 11 月 12月

おはなし☆すてーしょん
2日
14:00 ～（日曜日）
手づくりかみしばい
14:30 ～（土曜日）

8日

23 日

12 日

10 日

20日

18 日

27日

25 日

日

ファミリーおはなし会
14:30 ～（日曜日）

4日

13:30～

10月 11 月 12月
9・10 日 13・14 日 11・12 日

（日・月曜日）23・24 日 27・28 日 25・26日

11:00～
（日曜日）

休館

おはなし☆すてーしょん
16 日
14:00 ～（日曜日）

6日

子ども

この秋は家族みんなで図書館にレッツ・ゴー♪

おはなし会

一般

この展示は、11 月 27 日（日）まで開催していて、
3 階児童コーナーや郷土資料コーナーでも賢治作品
や関連する資料を展示しているんだって♪
期間中はほかにも、企画展に関連したイベントが盛りだくさん！
大人も子どもも楽しめるおはなし会もあるし、スタンプラリーでは、
ハンコを３つ集めると、図書館オリジナルしおりがもらえるんだよ☆

♪

初心者から上級者までをカバーしてくれる
読みごたえたっぷりの本。
下絵から彫り方
はもちろん、構図のとり方まで丁寧に紹介
してあり、作品集としても good!
グラデーションスタンプの極意は必見です。

図書館利用体験

作品名「春と修羅」

の秋

四季の
消しゴムスタンプ

世界最大級の美術館の 1つ
『LOUVRE』（ルーブル）

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、
１０月７日（金）から４階展示
コーナーで開催されている「第３０回賢治資料展」
を見学したよ！

芸術

10月

29 31

9日
23 日

13 日
27 日

11 日
25 日

11 月 12月 1 月
30

（土） （月） （水）

28 ～ 3
（火）

（水）

2011 年 ６月 ～ ９月分

盛岡さわや書店奮戦記
伊藤 清彦 著／論創社 出版
80 年代後半、新宿・町田の山下書店で雑誌・文庫の売り上げを急激に
伸ばし、
90 年代に入り、盛岡の地に“この人あり”と謳われた名物店長・
伊藤清彦の軌跡です。本への情熱と棚作りの技を開陳しています。

スコッチ・オデッセイ
1971黄金の特級時代を想う
盛岡スコッチハウス 編／盛岡出版コミュニティー 出版
盛岡スコッチハウスが長年収集してきた銘柄とブレンド会社・蒸留所
の情報をまとめました。主に、1971年の洋酒輸入自由化から1989年
の級別および従価税廃止までの約 18 年間に発売されたスコッチを
紹介しています。

こども武士道
今日から実践の巻
高橋 和の助 文／大垣 友紀惠 絵／講談社 出版
新渡戸稲造の「武士道」をこども向けにわかりやすくまとめました。
著者は小学生の子どもたちから寄せられた悩みや疑問に、武士道の精神
をもって回答しています。日常生活の中で、武士道の教えを取り入れる
ヒントが満載です。

間取り★探偵
懐かしアニメ&マンガの間取り78
影山 明仁 著／三栄書房 出版
盛岡市で不動産業・建設コンサルタント業を営む著者が、マンガや
アニメに登場する物件の間取りを推理。
「あしたのジョー」「機動戦士
ガンダム」のほか、「注文の多い料理店」に登場する「山猫軒」など、
人気作品の間取りを多数収録しています。

東京シネマ酒場
あの名作と出逢える店を酔い歩く
高橋 渡 著／祥伝社 出版
名作シネマと都内の酒場の深い関係とは ? 映画と酒を愛し続ける
元「恵比寿ガーデンシネマ」の名支配人、
岩手出身の高橋渡氏。自らの映画人
体験と、数々の逸話を盛り込んで東京中の居酒屋 & バーを紹介します。

発行

岩手県立図書館

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7 番 1 号
TEL019-606-1730 FAX019-606-1731
E-Mail homepage@library.pref.iwate.jp
HP http://www.library.pref.iwate.jp/

October

Vol.16 2011.10

