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田中舘愛橘ものがたり

ひ孫が語る「日本物理学の祖」
松浦明 著／銀の鈴社 出版

2016年で生誕160年をむかえる岩手県二戸市出身の田中舘愛橘。重力、
地震、航空など多方面にわたる数多くの功績で「日本物理学の祖」といわれて
います。68回に及ぶ国際会議への出席、ローマ字の普及など日本の国際化
に尽くした生涯を、ひ孫がエピソードをまじえながら伝えています。

フリーペーパー

遠野奇譚

藍沢羽衣 著／エネルギーフォーラ
ム 出版
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ブラック企業を退社し、たまたま見かけた
遠野のポスターに魅かれ、遠野を
訪れる―。林業を営む一家に居候
することになった女性の奮闘と、淡い
恋愛、そして、遠野の地に息づく伝承
をからめた物語です。座敷童子や
赤い河童、火伏権現に神隠しなど、
遠野をもっと知りたくなる一冊です。

た

先生、大事なものが盗まれまし
北山猛邦 著／講談社 出版

犯行後
で盗む伝説の怪盗・フェレスが、
愛や勇気など、形のないものま
なく、「何が盗まれた
」でも
って？
どうや
なく「
では
カードを残した。「誰が？」
乗
した雪子が幼馴染とともに調査に
のか？」――。灯台守学校に入学
市出身です。
盛岡
者は
。著
リです
ステ
格ミ
り出し、伝説の怪盗に挑む本

日本人と馬の文化史

久慈勝男 著／文眞堂 出版

馬はきわめて社会的な動物で、観察力や記憶力に優れています。古墳時代早期に列
島にもたらされた馬はその影響力の強さで舶来文物を代表するものの一つでした。騎馬
文化の成立と初期伝来から現代までを東アジア文化圏の視点でとらえ、馬と共に歩んだ
日本人の意識や行動の特性を浮き彫りにしている一冊です。著者は岩手県出身です。

遠野物語

柳田国男 著／新潮社 出版

は、民間伝承の宝庫でもあった－。今なお
かつて山にかこまれ隔絶されていた岩手県遠野
クナイサマ、ザシキワラシ…。遠野郷に古くより
語り伝えられている雪女、天狗、オシラサマ、オ
な文体で綴った、柳田国男の民俗洞察の
、流麗
伝えられる伝説、怪異譚を丹念にまとめ
よる解説も収録されています。
紀夫に
三島由
隆明、
、吉本
名著です。山本健吉

アテルイと東北古代史

熊谷公男 編／高志書院 出版
律令国家の東北侵攻に真っ向から闘いを挑んだ古代蝦夷の族長、アテルイ。
第一部では、アテルイの歴史像をめぐって、古代東北史を牽引する文献史
学・考古学の第一人者らが激論をかわし、第二部では、考古学の観点から
城柵や遺跡群を考察し、アテルイの世界をより深く解き明かそうとしています。
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パスファインダー １００号発行記念！

2017年１月発行の 「いわての鉱物」 をもって、当館発行の
パスファインダーは100 号という大きな節目を迎えました。みなさんの
知りたいテーマも、きっとあるかもしれません。ぜひ活用してみてね！

⑪
パスファインダーって何？
どんなテーマがあるの？

日本の城

花粉症

こどものしつけ

農業経営

異常気象

隠れ切支丹

系図を調べる

安野光雅 著／福音館書店 出版

謎の人物から招待され１０人の見知らぬ男女
がある島へと集まりました。島の屋敷には
１０体の小さな兵隊の人形がおかれ、各部屋
には不思議な童謡の歌詞が飾られています。
１０人と１０体の人形が意味することとは…？

あるテーマに関する資料や情報を知りたい時、
どのように資料を
探したらよいかの手順を簡単にまとめた手引きのことだよ。

いわての鉱物

あいうえおの本

そして誰もいなくなった

請求記号
Ｊ９３３/クリ

「あ」 から 「ん」までの50音にちなんだ挿絵の本
です。文字に関連する日本文化らしい物や風景
のイラストがとても丁寧に描かれています。
「あ」 のあんぱんの絵を囲んでいる額縁のような
部分にも 「あ」 にちなんだ物が隠れています。
請求記号
あといくつ「あ」 があるでしょう…？
Ｊ８１１/テイ３

アガサ・クリスティー 著
早川書房 出版

上記にあるのはほんの一例だけど、100 種類の実にさまざまなテーマがあるんだよ。
当館ホームページでは、今まで発行したすべてのパスファインダーをデータで提供
しているから、ぜひチェックしてみてね。

パスファインダー徹底解剖！
キーワード
探している資料をどのような方法で見つけるか、
その手順が詳しく書いてあるんだよ。例えば蔵
書検索機で検索する時に役立つキーワードや、
キーワードをもっと増やしたいときに役立つ
参考資料の紹介もしてるんだ♪

映画会

君もパスファインダーの名人だ！

調べたいテーマがあっても、蔵書検索機に
どんなキーワードを入れればいいかわから
なくて困っていたんだ。でもパスファインダー
があれば、 手がかりになるキーワードも
載ってるから参考になるね！

おはなし会 14:30 ～

子ども向け 11:00 ～
毎月第 2･4 日曜日

2月

12 日

3月

おはなし☆すてーしょん
毎月第 1・3日曜日

4月

12 日

9日

26 日 20日（月・祝） 23日

テーマとキーワードの例

系図を調べる

家系図 系譜 家紋 姓氏 屋号 ルーツ 地名

いわての鉱物

岩石 鉱石 宝石 結晶 ジオパーク 金山

データベース（電子資料）を使って新聞や雑誌記事を
探すこともできるよ。新聞・雑誌のメリットは最新の
情報を探すことができることなんだ！

他の図書館を探す
探している資料が他の図書館にある場合は、岩手県立図書館
に取り寄せてもらうこともできるよ。テーマに関連する機関
の紹介もしてくれるからお気軽にスタッフに相談してみてね！

いろんな電子資料が
あって便利～！
まずは４階カウンター
で申込んでね♪

パスファインダーを使いこなせたら
図書館名人になれそう！子ども向けの
パスファインダーもあるからぜひ活用し
てね♪

2月

3月

4月

12・13 日 12・13 日

9・10 日

26・27 日

23・24 日

なし

いわての歴史シリーズⅦ
いわてに生きる④

11 日

ファミリーおはなし会
毎月第 4 日曜日

26 日

図書館さんぽ

江戸時代の街道や旅・名所に関する所蔵古文書
等を展示し、豊かな自然の恩恵を受けながら、
その中に道を切り拓き、生活を営んできた岩手
の人々の姿を浮かびあがらせます。

ギャラリートーク ２/２６ 日 １５：０５頃～
(１５分程度 )

会場 : ４階展示コーナー

3月

4月
8日

3月

4月

12 日

23 日

毎月第 4 月曜日
11 時 30 分～

2/27

3月

なし

4/24

蔵書点検

4月

28日（火） 3/25（土）～ 31（金） 28 日（金）

街道を歩く

（金）～５/７
（日）
期間 ２/２４
会場 ４階展示コーナー

2月

4月

コンシェルジュガイドツアー

10時～、13 時～

2/5 3/5 4/2

3月

11 日

2月

毎月第 1 日曜日

講演会

新聞・雑誌記事・論文から探す

（翌月曜日再上映）

企画展

キーワードをもとに検索した資料の一部を紹介しているよ。
直接棚に行って探す時に役立つ請求記号の見方もあるから、
実際本を探す時に便利だね。それに関連資料のリストも紹
介しているから思わぬ資料の発見があるかもしれないよ。

直接棚に行って探して
みると、同じような内容
の資料が近くに並んで
いるから、探すのが
楽しくなるね！

14:00 ～
毎月第 2･4 日曜日

2月

手づくりかみしばい
毎月第 2 土曜日

休館日

検索結果や関連資料のリスト

一般向け

2月

5日／19 日 5日／19 日 2 日／16 日

『増補行程記』 に見る

江戸時代の奥州街道

講師：熊谷博史 氏（もりおか歴史文化館学芸員）
南部利視（８代盛岡藩主）の命をうけ、
藩士の
清水秋全が描いた『増補行程記』を題材に、
奥州街道の姿を紐解きます。

４時～１５時３０分
３月４日（土）１（開場は３
０分前）

■日 時：

■会 場：４階ミニシアター（入場無料・定員６０名）
■申込方法：２/１０
（金）
より来館または電話で受付
■申込先：０１９－６０６－１７３０
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