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2011 年１
上を向いて歩こう

手作りキャンドルの本
あかりを創る・あかりを楽しむ
横島 憲夫 監修
河出書房新社 出版
優雅な灯り、芸術的なフォルム。
作ることで楽しみ、灯すことで
さらに楽しむ手作りキャンドル。
材料や道具、基本の作り方を
はじめ、牛乳パックや紙、氷など
身近なものを使った作例を岩手
県出身の著者が多数紹介してい
ます。

「上を向いて歩こう」はどの
ように生まれ、育まれ、世界の
「スキヤキ」になったのか…
昭和の時代の息遣いを追いま
す。著者は音楽業界の現役
フリーランスプロデューサーで、
盛岡市生まれ。本書は『熱風』
連載に加筆修正したものです。

日本バレエのパイオニア

小説帝都復興
岳 真也 著
PHP 研究所

佐藤 剛 著
岩波書店 出版

バレエマスター小牧正英の肖像
出版

関東大震災の翌日には、早く
も壮大な新帝都構想を胸に秘
め、震災後 26 日で設置され
た帝都復興院の総裁となった
後藤新平。66 歳の老骨を奮い
立たせ、未曾有の国難に対峙
立たせ、未曾有の国難に対峙
した政治家の熱き闘いの日々
を描いたドキュメント小説です。

糟谷 里美 著
文園社 出版
日本バレエの発展に輝かしい
功績を残した現奥州市出身の
小牧正英。彼の生い立ちや戦前
の満州・上海でのバレエダンサー
としての活動、黎明期のバレエ
マスターとしての悩みや生き様
に迫ります。

リトルギフト
逃避めし
吉田 戦車 著
イースト・プレス

大切な人に届けたい
さしいれごはんとおかし
出版

シメキリ迫る非常時に、なぜか
創作料理を作ってしまう。
そんな逃避の日々を綴ってい
ます。描き下ろしイラスト、
「めしまんが」も収録。『ほぼ
日刊イトイ新聞』連載を奥州
市出身の著者が加筆修正し、
再編集して書籍化しました。

wato 著
サンクチュアリ出版
お誕生日のチキンナゲット、
じっくり語り合いたい夜のデリ、
大人のフルーツポンチ…。
大切な人に贈るための料理や
お菓子の作り方を紹介してい
ます。喜ばれるラッピングも
収録。著者は岩手県出身で、雑誌
やラジオなどでも活躍中です。
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ちゃんがゆく！
め
そ
震災関連資料コーナー
図書館探検記 その 6

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２１日にオープンした震災関連資料コーナーに行って来ました。
案内役はブックポストのポストンです。

返却用ブックポストの
キャラクター

ドーナツの穴
真下

ポストン

郷土資料マイクロフィルム
コーナーの近くにあるんだね。

弘孝 著／大空出版 出版

食べ方のマナーとコツ

どうして、
色々な型の
お菓子があるの？
普段食べている食べ物の
「かたち」には、
1つ1つ意味や
秘密があったんです！！その
秘密を読んでみて下さい。
588
マシ

渡邊 忠司 監修／学研 出版

596.8
タベ

食事のマナーの入門書です。
イラストでわかりやすく、
食べ方のマナーとコツが書かれています。
楽しく、おいしく、気持ちよく
食事をするためにぜひ読んでみて下さい。

ここが震災関連資料コーナーです。

企画展
期間：１/２７
（金）～ ２/３
（金）
（１/３１
（火）は休館日）

本もあるけれど、
新聞やチラシとか
いろんな種類の資料があるね。

会場：４階展示コーナー

～伝え、残したいものたち～

期間 ： １２月９日（金）～ １月２２日（日）

第 65 回読書週間にあわせ募集した
手づくり絵本・紙芝居を、
岩手の読書週間にあわせ展示します。
一人ひとりの個性が生かされた
作品の数々をぜひお手にとって
ご覧ください。

（12/28～1/3 は休館）

そうだね。
これらの資料を、復興や防災
対策・研究などにも役立てて
いただければと思っているよ。
地域の情報拠点として、これ
からも震災関連資料の収集に
取り組んでいくよ。

会場 ： ４階展示コーナー
岩手の手仕事で作られている工芸品などを、
所蔵資料とともに展示・紹介します。
もの作りの背景や伝統に触れ、
地元で生まれている手作りのものの良さを
感じてみませんか。

映 画 会

おはなし☆すてーしょん
4日
14:00 ～（日曜日）

震災関連資料コーナーの新着資料の一部は、
県立図書館ホームページ「東日本大震災情報ポータル」で、
一覧を見ることができるよ。ポータルサイトでは、新聞記事
索引やリンク集もあるので、情報収集などに利用してね。

手づくりかみしばい
14:30 ～（土曜日）

10 日 14 日

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

5日

子ども

資料を将来に残すのも、
図書館の役割の一つなんだね。
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