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田中泰賢 著／あるむ 出版
第3・4章は賢治の詩がアメリカの
詩人、ゲイリー・スナイダーとアレン
・ギンズバーグに与えた影響につい
て書かれています。スナイダーは
英訳「雨ニモマケズ」を読み感銘
を受け、ギンズバーグは自作の詩
に賢治を登場させています。詩人
としての賢治の魅力を再認識でき
る一冊です。

２０１７年

７月～ ９月
鉄の王 流星の小柄
平谷美樹 著／徳間書店 出版
時は宝暦四年、「とっかえべぇー」
と呼ばわりながら江戸の町を行く
鉄屑買いの重兵衛は、留松とい
う子が差し出した、流星鉄を使っ
た特別な小柄（こづか）
を見て驚
きます。その夜、重兵衛の案じて
いた通りの恐ろしいことが…。
重兵衛は研ぎ師の百三郎、鋳掛
屋の伊織ら仲間と共に、事件に
巻き込まれて行きます。
著者は久慈市出身です。

底なし淵（新編）

陸奥話記の成立

村田久 著／山と溪谷社 出版

野中哲照 著／汲古書院 出版

渓流釣りにまつわる不思議な出
来事を、みずみずしい筆致で綴っ
たエッセイ集です。胆沢川支流で
のイワナ釣りや猿ヶ石川で出会っ
た家族との幻想的な一夜。釣好
きならずともぐいぐい引き込まれ、
目の前で魚がはねるような臨場
感を味わえます。著者の釣り仲間
である夢枕獏氏の序文も掲載さ
れています。著者は一関市在住
です。

吉田戦車 総特集

不条理ギャグのパイオニア（大増補新版）
河出書房新社

出版

吉田戦車のゆるゆる不思議ワ
ールドの秘密とは？ロングインタ
ビューのほか、伊藤理佐との夫
婦対談、朝倉世界一との漫画
家対談を掲載。総勢48名の豪
華寄稿陣によるマンガ・エッセイ・
評論、主要30作品徹底解説
なども収録されています。吉田
さんは奥州市出身です。

著者は、源頼義が安倍氏を追討
した前九年合戦を解明する歴史
学的側面と、この合戦を題材にし
た『陸奥話記』の成り立ちについて
論じる文学研究的側面の両面か
ら迫っています。合戦の期間は実
は２カ月弱だった？『陸奥話記』
には書きかえや演出がある？など、
前九年合戦の意外な実相が見え
てくる研究書です。

シェイクスピア・カーニヴァル
ヤンコット 著／高山宏 訳／筑摩書房 出版
ナチ台頭下のポーランドでユダヤ
系知識人として戦ったヤン・コット。
聖と俗、嘲笑と歓喜、死と再生に
注目した、彼ならではのシェイクス
ピア劇の評論です。黒沢映画につ
いての考察も必見。読後、黒沢
明の『乱』をまた観てみよう、と思う
かもしれませんよ。訳者の高山さ
んは、岩手県生まれ高知県育ち
です。

約77万冊の本があります。皆さんが普段利用する
ちゃんがゆく！ 岩手県立図書館には、現在
め
フロアに並んでいる本は、そのうち 2 割ほど。 ほとんどは 「書庫」 と呼ばれる場所
そ 図書館探検記 その
16 に並んでいます。館内には書庫がいくつかあるのですが、今回はその中
書庫さんぽ 1

集密書庫

から 「集密書庫」 という場所をご紹介します。いったいどんな場所で、
どこにあるのでしょうか？ そめちゃんと一緒に探検してみましょう！
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岩手県立図書館で、最もたくさんの本がある場所がこの書
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２階

集密書庫の特徴
たくさんの本棚
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フロアの下には
こんな場所が！
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◆一年を通して気温や湿度が一定に
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【気温 21℃／湿度 50％】
本に快適な
◆紫外線は本が傷む原因になるので、
環境
日光が直接当たらないようにしています。
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本を取り出すときは
スイッチを押し、
人が入れる分だけの
隙間を開けます。

県立図書館
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主に古い本

明治時代に発行された
本もあります。

種類別の棚

新聞 雑誌 岩手に関する本 など、
種類ごとの棚も充実しています。

館内のパソコンで本がどこにあるか探した時に、
「場所」のところに 【閉架書庫】と表示される
本の多くがここにしまわれているんだよ♪

「図書館♪さんぽ」 に参加
岩手県立図書館では、館内を見学する
ツアーを定期的に開催しています！
今回ご紹介した集密書庫も実際に
見学することができるので、
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下にある赤いバーが
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はありますか？昭和初期から現代までの、
岩手に関する出来事、伝統、先人などを、
当館所蔵の映像資料からパネルで紹介します。
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集密書庫には入れるの？

請求記号
D/799/ミン

請求記号 291.093/ハタ 畑中章宏 著／亜紀書房 出版

スペースが広がった！

どんな本があるの？

小中学生のお子さまに適していますが、
最初に準備運動の映像も収録されており、
親子一緒に体を動かせ楽しく踊りを
覚えられるＤＶＤです！

企画展

電動式 ◆重い本棚がスイッチひとつで動きます。

スイッチ

の本

日本全国癒しの宿坊ご案内

バスケットボールの
コートおよそ４面分

◆全部で 553 架あります。

たくさんの本を
しまうために、普段は
本棚同士がピタリと
くっついています。
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