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蝦夷の古代史
工藤雅樹 著 / 吉川弘文館 出版

古代東北に居住し、独自の生業
を営んだ蝦夷。 朝廷は軍事や懐
柔策を使って支配を試みるも、彼
らは族長に率いられ抵抗しました。
蝦夷の起源とアイヌ語地名・マタ
ギ言葉にも独自の見解を提示し
ながら、 服属に至る過程を追いま
す。 2001年に平凡社から発行さ
れた書籍の再刊です。

この人から受け継ぐもの
井上ひさし 著 / 岩波書店 出版

あか

緋い川
大村友貴美 著 / 光文社 出版

宮沢賢治、 吉野作造、 丸山眞男、
チェーホフ…。 これらの思想家・
作家に深く魅せられた、 井上ひさ
しの思いとは何だったのか。 著者
自らの知的好奇心と重ねながら、
作家や思想家たちの意外な人間
性を語ります。 笑いの謎と本質に
迫るエッセイも収録しています。
2010年発行の書籍を文庫化し
ました。

明治時代の山間集落で起きた
猟奇的殺人事件。 鉱山で働く
囚人たちの不穏な動き。若き医
師が辿り着いた哀しい真実とは
―。 時代が引き起こした謎と、
人間の業を描く長編ミステリー
です。 『小説宝石』 での連載に
加筆し、書籍化しました。 著者
は岩手県出身です。

月にぬれた手/ 天使猫

人格論と社会観

新渡戸稲造

メジャーをかなえた
雄星ノート

渡辺えり 著 / 早川書房 出版

谷口稔 著 / 鳥影社 出版

菊池雄星 著 / 文藝春秋 出版

高村光太郎を取り巻く花巻の
女性たち、そして地方という立
場から都会の男性中心社会を
問い直す「月にぬれた手」 と、
宮沢賢治の人生と作品を織り
交ぜて描く、東日本大震災の
鎮魂と祈りの音楽劇「天使猫」
を収録します。

「武士道」を近代に活かそうとし
た思想家であり敬虔なキリスト教
信者でもあった新渡戸稲造。新
渡戸の「人格論」をベースに「農
業思想」「植民思想」「教育思想」
を論じ、その思想の解明と真の人
物像に迫ります。

目標と反省を書き続けた先に
夢はありました。 メジャーへの
夢を叶えた菊池雄星投手。中
学、 高校時代のノート、メンタル
トレーニングファイルなど、 決し
て順風満帆ではなかった野球
人生をつまびらかに綴った日
誌を公開します。
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県立図書館スタッフおすすめの本
ディズニー
サービスの神様が教えてくれたこと

ぺっこ発行50 号を記念して

PECCO を ぺっこ紹介︕
記念すべき第 1 号︕

鎌田洋 著 ／ソフトバンククリエイティブ 出版

特集コーナーでそめちゃん初登場︕

1年に 4 回発行している広報誌
「ぺっこ」。 岩手県立図書館を
知ってもらう「ちょっと」 したきっか
けになれば…との思いから始まっ
た第1号は、今から13 年前の
2007 年10月に発行されました。

そめちゃんが初めて登場したのは、
第 12号︕
（2010 年 9月）
それからそめちゃんは、 図書館の
秘密やなぞ、サービスの紹介など、
紙面に欠かせない存在になってい
きました。

そこで今回は、 インタビュー企画‼

ぺっこを作るナゾの 「広報担当者 X」 に
そめちゃんがインタビュー︕
どんな秘密が聞けるかな⁉
私の初登場シーン、
なつかしい～︕ところで
私の名前の由来ってなぁーに︖

ひらめきって大事
だよね～。ところで、
私ってだいたい何歳︖
だいたい 6 ～7歳って
設定だよ。
「ぺっこ」 での私の
役割ってなぁーに︖
今まで、 「利用者代表」
ということで図書館の秘密を
暴いたり、探検したり、便利
なサービスを紹介したり、
いろんなことをやってもらった
ね。これからも、徹底的に

OK! ところで、ぺっこを
作る時に気を付けてい
ることってあるの︖
むずかしい言葉や図書
館の専門用語を使っ
たりしないように気をつけてい
るよ。なるべく簡単な言葉で
わかりやすく図書館を紹介
するように心がけているよ。
私の利用者目線が役に
立ちそうだね︕ほかには
何か制作秘話とかなーい︖
ちょっとだけ遊び心を持って、
気づいた人だけクスっと
笑えるような、非常に
気づきにくい細工
をすることがあるよ。

第42 号の表紙のそめちゃん
とポストンの着物の柄に、そ
とポストンの着物の柄に、
そ
れぞれの名前を入れたんだけ
ど、これといって反響はなかっ
たよね。 拡大図

このへん

それはそれは。 でも、ホームページ
ではバックナンバーも見られるか
らチェックしてみてね︕
次は 100 号
目指して
がんばるぞ！

皆さまに支えられ、おかげ様で
50号を迎えることが出来まし
た。これからも、岩手県立図書
館のさまざまな情報をお届けし
ていきますので、応援どうぞよ
ろしくおねがいします︕

彼が見た岩手山は、今も変わらずそこに
あるけれど、現代の私達は彼の思いを
理解できるのか…。時が経ちすぎて
しまった恐ろしさを感じます。

県立図書館イベント案内
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そめちゃんのイラストが先に
出来上がっていてね、それを
じーっと見ていたら、
「わたしはそめ︕」 って
名前が降りてきたんだ
よ。ソメイヨシノが由来
とかじゃなくてごめんね。

ユーザー目線を
大事にして
図書館を見て
くれると嬉しいな。

たとえばどんなこと︖

岩手出身の海軍兵の太平洋戦争。

この本、 人と接する際に大切なことを教え
てくれます。「おもてなし」の精神は「思いやり」
だと考えさせられました。 短編集になっている
ので少し時間があれば是非！！

子ども向け 11:00 ～
よろしくお願いします。

背中の勲章
吉村 昭 著／新潮社 出版

23・24 日 22・23日 26・27日
企画展

人をつくる
～岩手・江戸期の教育～
（土）～４/１９
（日）
期間 ２/２２
会場 ４階展示コーナー
江戸時代、
日本国内では藩校、郷校、寺子屋などが
創られ、
学問・教育が普及発達しました。盛岡藩校・
作人館の前身が開校してから１８０年を迎えるに
あたり、近世岩手の教育施設や、それらを支え人
材育成を志した教育者たちを紹介します。
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