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宮沢賢治出会いの宇宙
賢治が出会い、心を通わせた16人

佐藤竜一 著 / コールサック社 出版
宮沢賢治の温かく、ユニークな個性
は、才人たちにより、宇宙的ともいえ
る高みへ…。賢治の才能にいち早く
気付いた草野心平、東大生だった
鈴木東民、博物学者、鳥羽源蔵。
著者は、賢治が影響を受けたであ
ろう16人の人物像を丁寧に語り、
賢治の多面的な魅力を際立たせ
ています。

大谷翔平
日本の野球を変えた二刀流

小関順二 著 / 廣済堂出版 出版
長年野球界を見てきた著者が 「野
球人・大谷翔平」が形成されたプロ
セスを丁寧になぞり、その規格外の
能力と魅力を語り尽します。また、
子どもの頃から貪欲に技術を追求
してきた姿を紹介し、他選手への多
大な影響も明らかにします。大谷は
メジャーでも二刀流を貫けるのか︖
期待がふくらむ一冊です。

原敬
政党政治のあけぼの

山本四郎 著 / 清水書院 出版
原敬は、その負けじ魂と実行力で、
藩閥官僚政治を政党政治へと転
換しました。妥協もいとわぬ現実主
義が時に批判を浴びましたが、すぐ
れた見識はずば抜けていました。
明治から昭和初期の政府内の権
謀術数、次々と起こる難題…。
読み応えのある本書は、1984 年
に刊行したものに加筆・修正した
新訂版です。

花巻人形の世界
祈りと遊び

高橋信雄 著
盛岡出版コミュニティー 出版

「これは、元祖ゆるキャラ︖」 と、思わ
ず顔がほころぶ写真の数々と、江戸
時代から続く歴史を紹介した、花巻
人形の魅力満載の一冊。縁起物
や童子、歌舞伎の演目や動物など
バラエティに富んだ人形たちは、美術
的評価が高く、豊かな色彩を誇りま
す。人形の制作工程についての説
明もあります。

吾輩は作家の猫である

高橋克彦 写真・文
エイアンドエフ 出版

おやおや、この猫たちは作家の書斎
を占領中︖高橋克彦が撮りためた、
ホクサイ・フミ・タマゴという愛猫 3匹
の写真と、猫の小説やエッセーを収
録しています。言霊ならぬ猫だまとし
て、創作力の源泉だったという猫た
ちと、作家の強いきずなが感じられる
一冊です。

荒俣宏妖怪探偵団
ニッポン見聞録　東北編

荒俣宏・荻野慎諧・峰守ひろかず 著
学研プラス 出版

博物学者・荒俣宏を団長に、古生
物学者・荻野慎諧と作家・峰守ひ
ろかずを加えた妖怪探偵団が、妖
怪探しの旅に出た。目指すは妖怪
の聖地岩手。河童にザシキワラシ︖
いやいやそれだけじゃありません。カラ
ス天狗に人魚の骨…。「遠野物語」
を超える遠野を探し、宮沢賢治にた
どりつくという道程に、どうぞお立合い
ください。
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岩手県立図書館には、造りや保管方法が異なる書庫があるの
をご存知ですか︖通常の利用では見る機会が少ないので知ら
ない人も多いと思います。そこで今回は数ある書庫の中から、
「自動化書庫」 をご紹介します。機械の力でどのように本を
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自動化書庫の高さは 6．5メート
ル程あり、建物２階分と同じくら
いです。アイーナの中で図書館が
入っている１階～４階の各階に
取り出し口があり、本の入ったコン
テナがベルトコンベアーにのって運
ばれてきます。コンテナの格納位
置や、どの本がどのコンテナに
入っているかなどの情報は、デー
タベースで管理しています。
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自動化書庫の本は、皆さんが利用する3 階フロアのように、本の
内容別に仕分けしているわけではなく、サイズごとに分けて収納して
います。一つのコンテナに10～30冊程度収納することができます。
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本に貼られているバーコードを入力
すると、機械が本を探し、取り出し口
まで持ってきてくれます。

本をサイズごとに仕分けてから、サイ
ズに見合った大きさのコンテナを呼び
ます。次に、本のバーコードを読み、
そのコンテナに収納する本の情報を
機械に記録してから戻します。
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基礎知識を身に付けよう︕

K786.1/イシ
請求記号 石田 弘行  著

滋慶出版 / 土屋書店　出版
石田 弘行  著
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厚いので 3 週間、じっくり読めます。
エッセイとしてもおもしろいです。

続刊「カラスの補修授業」もどうぞ。

488.99/ﾏﾂ
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雷鳥社 　出版
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暦は、月日や季節の移り変わりを知るため、日々
使われ、時には趣向をこらして楽しまれてきました。
太陽暦の導入など日本の暦の歴史を辿るとともに、
盛岡暦や田山暦を中心に、盛岡藩で作られた絵暦
を紹介します。
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盛岡藩出身の原敬は、「平民宰相」として
親しまれるものの、志半ばで凶刃に倒れます。
国際化が進む激動の時代の中で、政治家・原敬
はどう生きたのか。首相就任 100 年にあたり、
関連資料からその生涯や功績を辿ります。
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