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2021 年

1月- 3月

フリーペーパー ぺっこ

はざまにある部屋

ぼくとジムランの酒と
バラの日々 【新版】

文豪たちのずるい謝罪文

沢村鐵 著 / 潮出版社 出版

菅原正二 著/ 駒草出版 出版

山口謠司 著 / 宝島社 出版

小学5 年生の2 学期、転校生の
和枝が学校に来なくなった。彼女
が引っ越してきたのは山の中腹に
ある古アパート。心配して様子を
見に向かった彩香がそこで出会っ
たモノとは……。 著者は岩手県
出身です。

岩手県一関市のジャズ喫茶
「ベイシー」店主の“音”の探究。
ユーモアあふれる筆致で、オー
ディオ、そして自分自身と向き合
い続ける壮大な哲学を綴ってい
ます。2010 年に発行された図
書の新版です。

金の無心から締切の交渉、不
倫の言い訳、喧嘩の仲裁や詫
び…。石川啄木、芥川龍之介、
太宰治、林芙美子ら日本の文
豪たちが書いたユーモアにあふ
れる詫び状を、解説とともに紹
介します。

前川善兵衛ゆかりの三神社

アリスに驚け

一九四四年の東條英機

佐々木勝宏 著 / ツーワンライフ 出版

盛岡藩を支えた大槌の御用商
人・ 前川善兵衛ゆかりの三神社
「厨川稲荷神社」 「前川稲荷大
明神」 「三日月神社」 の謎を
「雑書」 や扁額等の丹念な調査
で解き明かします。三日月神社
の本尊・不動明王立像の胎内
物なども紹介しています。

高山宏 著 / 青土社 出版

絵も会話もない本なんて何にな
るの︖アリスの素朴な疑問が、
退屈と倦怠に満ちたヴィクトリア
朝社会を “驚異” 弾ける魔術
の帝国へと変貌させる。 綺想に
彩られた 「アリス」 の物語を大胆
に切り拓く論考集です。『ユリイ
カ』 等への掲載をまとめ、単行
本化しました。 著者は岩手県
出身です。
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岩井秀一郎 著 / 祥伝社 出版

1944 年、東條英機首相兼陸
相は参謀総長に就任する。反発・
抵抗を受けるなか、なぜ東條は
権力集中の措置を強行したの
か︖明治から昭和という時代の
中で近代日本の矛盾を体現した
“1944 年の東條英機” から 「明
治のシステム」 の欠陥を読み解き
ます。
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生き物のカタチ編

注目ポイント！

THE BOOK OF BEETLES

請求記号
R486.6/セカ

図書館には、一般書と区別して 「参考図書」（レファレンス・ブック）というものがあります。 手に取られる
機会は少ないのですが、図書館スタッフが業務の中で調べものをするときは、頻繁に利用しています。
実はこのレファレンス・ブックにはユニークなものがたくさん︕そこで今回も、当館所蔵資料の中から
眺めるだけでも楽しい図鑑、中でも生き物のかたちにスポットをあてた図鑑を厳選して紹介します。
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◆拡大写真が圧巻︕
◆実物大写真も掲載︕
◆緻密な造形に度肝を抜かれる︕

世界甲虫大図鑑
【パトリス・ブシャー 総編集 / 東京書籍 /2016】

クビナガデオキノコムシ

首

ろ甲虫
おもし P!
PICK ッUプ︕
ピックア

世界最大の甲虫のひとつ︕

ココを拡大▶

成虫の体長（雄）50-170ｍｍ

おそうじがで

きそう︕

色や形、模様や
メロンみたい。
質感もさまざまで
本当に個性豊かだね♪

迷彩柄やメロン柄もあって、
この図鑑をぱらぱら
めくるだけでも楽しいよ︕

▲樹皮いろいろ

角拡大図

実は甲虫って地球上でもっとも
多様な種類があって、全生物の
5 種に 1 種が甲虫なんだよ︕
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3冊

請求記号

R457.038/セイ

私たちの生活に役立つものの中には、
甲虫の多様な生態を参考にして作った
ものもたくさんあるんだよね︖
紙幣の偽造防止技術や、
マジックテープも甲虫から着想を
得て開発されたんだって︕
ほかにどんなものがあるのか
調べてみるのも楽しいね︕

うしろ足

ブラシみたいな角を持った虫

写真で見ると
うしろ足が
ほぼナス︕

樹皮の写真だけを
並べてみると抽象絵画
みたいでステキ～︕

そうなの︕同じ木でも
若木・成木・老木で
変化していくから、まるで
人間みたいだよね。

成虫の体長
20-39ｍｍ

ヘラクレスオオカブト

◆全 300 種オールカラー︕
◆樹齢による変化が楽しめる︕
◆全種類に 「樹木豆知識」 付き︕

樹皮って木の種類に
よって違うだけじゃ
ないんだね︖

ニジモンコガネハムシ
成虫の体長
13-20ｍｍ

注目ポイント！

庭や公園で見られる常緑樹や落葉樹、山野・海岸で見られる樹木、針葉樹、タケ類など、
日本国内の樹木 300 種の樹皮・花・実・葉の写真を収録した図鑑です。樹皮の見方や
楽しみ方、樹皮の特徴で探す索引も掲載されています。

人工飼育されていることが多い︕
も
クビも名前
長い︕

若木・成木・老木の写真で樹木の名前が必ずわかる
【梅本浩史 著 / 永岡書店 /2010】

うしろ足だけ大きすぎる虫

首の長さは体の2 倍︕

樹皮ハンディ図鑑

請求記号
R653.2/ウメ

「甲虫」 とは昆虫の分類のひとつであり、カブトムシのように頑丈な外骨格を持つことが
特徴です。これまでに世界で約40万種が確認されていますが、この図鑑では厳選した
600 種について、精緻な写真とともに各種の特徴や分布などを詳しく紹介しています。

首が長すぎる虫

2冊

Reference
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生物の進化大図鑑
【マイケル J. ベントンほか 監修 / 河出書房新社 /2010】

構成
3 つの流れで 進化の
ら
か
る
い
て
され
りやすい︕
過程がわか
創生期の

地球

◆世界初︕「生命37億年」の
驚異的な全貌が 1 冊に︕
◆化石写真・ CG復元図が満載︕
全長約 6.5cm

進化ざんまい︕
地球上の

生物

人類の
起源

YOUNG EARTH

LIFE ON EARTH

THE RISE OF
HUMANS

地球の年齢は

生命の歴史は

人類の歴史は

46 億年

注目ポイント！

PREHISTORIC

37億年

700万年

オパビニア
カンブリア紀中期

頭部に突き出た
5 つの眼

獲物をつかむ器官

体の下にエラがある
尾の両側から 3 つのぴらぴら

地球の生命37億年の壮大な全貌をビジュアル展開︕
微生物から、植物、無脊椎動物、昆虫、魚類、鳥類、
爬虫類、哺乳類、人類誕生まで、生物種 772 種を
3000 点以上の図版で詳細に解説しています。

1972 年にイギリスで
開かれた古生物学会で
この復元図が発表されたとき、
あまりの奇妙さに聴衆から
笑いが起きたんだって︕

まるで、
地球を舞台にした
「生命の大河ドラマ」
を見てるみたいな
1 冊だよ♪
調べ学習の
テーマ探しにも
活用してみてね︕
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