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おすすめ郷土資料 2012年２月・３月分

ザシキボッコの風
及川 和男　作
小坂 修治　さし絵
本の泉社　出版

ザシキボッコは年をとらない。

死ぬこともない。行こうと思えば

どこにでも行ける…。

風の吹く日にやってくる、

子どもが大好きなザシキボッコの

物語です。岩手日報の連載を

書籍化しました。

及川 和男　作
小坂 修治　さし絵
本の泉社　出版

ザシキボッコは年をとらない。

死ぬこともない。行こうと思えば

どこにでも行ける…。

風の吹く日にやってくる、

子どもが大好きなザシキボッコの

物語です。岩手日報の連載を

書籍化しました。

こころの童話館

岩手県芸術選奨受賞。風や雲、

森の動物たちや座敷ぼっこ

などをモチーフに、子どもたちの

心をやさしく包む童話が

61編収録されています。

ほのぼのとした挿絵は滝沢村の

グラフィックデザイナー

田中文子さんが担当しました。

堀澤 光儀　著／田中 文子　絵
杜陵高速印刷

株式会社出版部　出版
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森の動物たちや座敷ぼっこ

などをモチーフに、子どもたちの

心をやさしく包む童話が
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ほのぼのとした挿絵は滝沢村の

グラフィックデザイナー

田中文子さんが担当しました。

堀澤 光儀　著／田中 文子　絵
杜陵高速印刷

株式会社出版部　出版

宮澤賢治をめぐる冒険
水や光や風のエコロジー

原発や科学技術が専門の著者が、

少し違った観点から宮澤賢治を論

じた一冊。賢治をめぐる水の世界、

科学者としての賢治など、独自の

切り口で賢治の自然イメージを

解読しています。社会思想社 

1995年刊の新装版です。 

高木 仁三郎　著
高頭 祥八　絵
七つ森書館　出版

原発や科学技術が専門の著者が、

少し違った観点から宮澤賢治を論

じた一冊。賢治をめぐる水の世界、

科学者としての賢治など、独自の

切り口で賢治の自然イメージを

解読しています。社会思想社 

1995年刊の新装版です。 

高木 仁三郎　著
高頭 祥八　絵
七つ森書館　出版

食べよう いわて
伝統食と食の匠の技

岩手県　監修

岩手県農業改良普及会　出版

近年、「食」の安心・安全や健康

志向への関心が高まる中、

地元食材を使った「郷土食」も

注目されてきています。

その要望に応え、県内に伝わる

「郷土食」の調理法や伝統行事

との関連について、

季節や地域ごとにまとめました。

岩手県　監修

岩手県農業改良普及会　出版

近年、「食」の安心・安全や健康

志向への関心が高まる中、

地元食材を使った「郷土食」も

注目されてきています。

その要望に応え、県内に伝わる

「郷土食」の調理法や伝統行事

との関連について、

季節や地域ごとにまとめました。

啄木とその周辺
近代短歌史の一側面

啄木文学の双璧をなす短歌と

評論、その他の作品群に対する

論考や講演を掲載しています。

また、近代短歌の創始者としての

考察、啄木に関する著作の

書評集も収録されています。 

田中 礼　著
洋々社　出版

啄木文学の双璧をなす短歌と

評論、その他の作品群に対する

論考や講演を掲載しています。

また、近代短歌の創始者としての

考察、啄木に関する著作の

書評集も収録されています。 

田中 礼　著
洋々社　出版 岩手県出身の著者による

「日本ファンタジーノベル大賞」

受賞作。村を滅亡から救うため、

少年さざなみは旅立った。

謎の襲撃、美少女との奇縁、

王女との邂逅。やがて少年の体

に潜む力が運命を一変させる。

古代中国を舞台に、

癒しの極致を描きます。

勝山 海百合　著

新潮社　出版

岩手県出身の著者による

「日本ファンタジーノベル大賞」

受賞作。村を滅亡から救うため、

少年さざなみは旅立った。

謎の襲撃、美少女との奇縁、

王女との邂逅。やがて少年の体

に潜む力が運命を一変させる。

古代中国を舞台に、

癒しの極致を描きます。

勝山 海百合　著

新潮社　出版

さざなみの国
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谷川俊太郎 with friends　著

角川SSコミュニケーションズ　出版

短い言葉のなかに込められた人それぞれの

人生模様に胸を打たれました。ありふれた

日常のなかにあるささやかな喜びや悲しみ、

その中にこそ「生きる」という意味がある

のかもしれません。「生きる」ということ、

その意味が隠されている優しい本です。

働く君に贈る25の言葉
159.4
ササ

佐々木 常夫　著

WAVE 出版　出版

心の持ちかた、乗り切り方、仕事だけでなく人生に

おいても迷ったとき、読みたくなりました。ごゆっくり

佐々木常夫さんのアドバイスをご覧になってみて下さい。

せっかく失敗したんだ、
生かさなきゃ損だよ。

advice１６

君の幸せのために、
弱い人を助けなさい。

advice２１

県立図書館スタッフ
お・す・す・めの本
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一般向け
14:00～（日・月曜日）

13・14 日／27・28 日
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子ども
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8日・22 日
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5月

6月 29日（金）

31日（火）7月

5月 26日（土）・３１日（木）

休 館 日

おはなし☆すてーしょん
14:00 ～（日曜日）

６日・２０日

３日・１７日

１日・１５日

手づくりかみしばい
14:30 ～（土曜日）

１２日

９日

１４日

ファミリーおはなし会
14:30 ～（日曜日）

２７日

２４日

２２日

6月

5月

7月

お
は
な
し
会

企画展

復興の先覚者・後藤新平
～いわて復興偉人伝～

復興の先覚者・後藤新平
～いわて復興偉人伝～

会場 ： ４階展示コーナー

期間 ： ４月２８日（土）～６月１０日（日）

これまで幾度となく天災に見舞われ大きな被害

を受けてきた岩手県。東日本大震災からの復興

を目指す今、先人たちが災害に際して発揮した

知恵と行動力を当館所蔵資料で紹介します。

これまで幾度となく天災に見舞われ大きな被害

を受けてきた岩手県。東日本大震災からの復興

を目指す今、先人たちが災害に際して発揮した

知恵と行動力を当館所蔵資料で紹介します。
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企画展LIBRARY

いわて郵便
ことはじめ

会場：４階展示コーナー
期間：6月15日（金）～７月２２日（日）

盛岡など県内 10数ヵ所に郵便取扱所が設置
された、明治5年7月の郵便制度全国実施から、
140 周年にあたることを記念し開催します。
郵便制度の歴史や関連資料を紹介します。

そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！そめちゃんがゆく！
図書館探検記　その７

～おはなし会～～おはなし会～
知りたいことがいっぱいの小学生

そめちゃんが、今回はおはなし会に参加したよ。

会場はおはなし室だよ。
会場はおはなし室だよ。

今回は、楽しい手遊びもあって、
３０分の時間もあっという間！
飽きずに聞くことができたよ。

今回は、楽しい手遊びもあって、
３０分の時間もあっという間！
飽きずに聞くことができたよ。

パネルの他にも、舞台に
エプロンを使うものもあるよ。

パネルの他にも、舞台に
エプロンを使うものもあるよ。

わたしも
エプロンシア

ター

やってみた
いなぁ☆

毎回いろいろな

プログラムを用意

しているそうなので

次は何をやるか楽しみだね♪

今度はお友達をさそってみんなで来よう！

これは、パネルシアターといって、
パネルを舞台にお話をしてくれるものだよ。
これは、パネルシアターといって、
パネルを舞台にお話をしてくれるものだよ。

おはなし会の内容によっては、
絵本の他にもこのようなものを
使うときもあるんだって。

おはなし会の内容によっては、
絵本の他にもこのようなものを
使うときもあるんだって。

いつものおはなし会のほかにも

「図書館出前読み聞かせ　おはなしきいて♪」 も行っています。

また、「夏のこわ～いおはなし会」

など季節に合わせたいろいろな

おはなし会も行っています。

開催日など詳しくは、

館内のほか、

当館ホームページなどでお知らせしています。

どうぞお気軽にご参加ください！

これは、県立図書館スタッフがアイーナ 6 階子育てサポート

センターにおじゃまして行っているもので、

小さい子向けのおはなし会です。

夏のこわ～いおはなし会夏のこわ～いおはなし会

お正月をあそぼうお正月をあそぼう

毎月開かれている「おはなし会」は
この３つです。（申込不要）

手づくりかみしばい手づくりかみしばい手づくりかみしばい

ファミリーおはなし会ファミリーおはなし会ファミリーおはなし会

おはなし☆すてーしょんおはなし☆すてーしょんおはなし☆すてーしょん
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