おすすめ郷土資料
石の記憶
高橋克彦 著／文藝春秋 出版
土地の記憶を読み取る霊能力者・
火明継比古により、秋田県鹿角
市の巨大ストーンサークルに残さ
れた太古の記憶が解き放たれる
幻の伝奇ロマン。表題作ほか、
道に迷い母親が自殺した別荘に
辿り着いてしまった男の恐怖を描
いた 「母の死んだ家」や、盛岡の
裏長屋を舞台にした幽霊譚 「玄
関の人」 など、全９編を収めた傑
作ホラーの短篇集です。

超電導リニアの謎を解く
村上雅人・小林忍 著／シーアンドアール研究所 出版
東京と大阪間を約一時間で結ぶ
夢の超特急 「超電導リニア」。浮
きながら高速移動を可能にした
驚くべき超電導のメカニズムや、
高速走行を支える最新技術、リニ
ア開発成功までの歴史と舞台裏
などを図解でわかりやすく解説し
ています。著者の村上さんは盛岡
市出身です。

国王の道(エル・カミノ・レアル)

ヤマユリワラシ

メキシコ植民地散歩「魂の征服」街道を行く

遠野供養絵異聞

阿部修二 著／未知谷 出版

澤見彰 著／早川書房 出版

宣教の情熱だけを懐に険しい山
を越えて徒歩３千キロ—。メキシ
コ市からサン・フランシスコへ原
住民改宗を推進したスペイン人
修道士たち。「国王の道」 を行く
彼らの足跡をたどり、知られざる
アメリカ史を明らかにしています。
図版カラー３０点、モノクロ１３１点
が収録されています。
著者は花巻市出身です。

1冊でわかる村上春樹
村上春樹を読み解く会 著／神山睦美 監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版
作品に共通するメタファー、現実
世界と深層意識の二重構造な
ど、難解な村上ワールドを読み
解き、村上春樹がわかるように
なる本です。翻訳やエッセイを
含めたほぼ全作品を取り上げ、
その意味することを明らかにし
つつ、さらなる作品の楽しみ方を
解説しています。監修の神山さ
んは奥州市出身です。
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嘉永３年、南部藩・遠野。城下に
住まう外川市五郎は、絵を描くこ
とを好む風変りで孤独な青年。
ある日、迷い込んだ山里で、彼は
座敷童のような少女・ 桂香と出会
う。やがて共に暮らし始めた２人
が生み出したものとは…。 後世に
「供養絵額」 と呼ばれる肖像を遺
した絵師・外川仕候を描いた歴
史ファンタジーです。

海が消えた

陸前高田と東日本大震災

宮沢賢治と大船渡線
佐藤竜一 著／ハーベスト社 出版
東日本大震災で甚大な被害を
受けた岩手県陸前高田市。津波
で多くの親戚 ・知人をなくした著
者が、自分に近い人々に焦点を
当てながら故郷について綴って
います。生者と死者の有り様を通
して、陸前高田の今を伝える一冊
です。高田松原と奇跡の一本松
や宮沢賢治と大船渡線との関わ
りについても紹介しています。
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