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やまどり ／ ２００７年版 遠野 展示  

遠野読書会会報 K/015.6/ﾄｵ/2007 

遠野読書会∥編集 遠野読書会 

図書館・公民館図書室等実態調査 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/016/ｲ 1/1-2008 

 岩手県立図書館 

図書館要覧 ／ ２００８ 盛岡 展示  

 K/016.1/ｲ 1/8-2008 

岩手県立図書館∥編集 岩手県立図書館 

北上の図書館 ／ 平成２０年度版 北上 展示  

 K/016.2/ｷ 2/3-2008 

北上市立中央図書館∥編集 北上市立中央図書館 

盛岡市図書館要覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/016.2/ﾓ 1/2-2008 

盛岡市立図書館∥編集 盛岡市立図書館 

一関市立図書館要覧 ／ 平成２０年度 一関 展示  

 K/016.2122/ｲﾁ/2008 

〔一関市立図書館∥編〕 一関市立図書館 

図書館だより ／ 平成２０年度版 大槌町 展示  

 K/016.2122/ｵｵ/2008 

〔大槌町立図書館∥編〕 大槌町立図書館 

尚友 ／ 第５５号（２００８） 二戸 展示  

図書館報 K/017.4/ｲﾜ/55 

岩手県立福岡高等学校図書委員会広報班「尚友」編集スタッフ∥編集 岩手県立福岡高等学校図書館 

浜茄子 ／ 第４８号（平成２０年度） 陸前高田 展示  

図書館報 K/017.4/ﾀｶ/48 

高田高等学校図書視聴覚課∥編集 岩手県立高田高等学校図書館 

桜台 ／ 第４８号（２００９） 花巻 展示  

図書館報 K/017.4/ﾊ 2/1-48 

花巻北高等学校図書委員会∥編集 花巻北高等学校 

Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ ／ 第２１号（平成２０年度） 花巻 展示  

花巻東高等学校学習メディアセンター報 K/017.4/ﾊ 4/1-21 
花巻東高等学校学習メディアセンター委員会学習メディアセ

ンター∥編集 

花巻東高等学校学習メディアセンター委員会学習メディア

センター 

ＬＩＢＲＡＲＹ ／ ２００９ 盛岡 展示  

岩手県立盛岡第四高等学校図書館報 K/017.4/ﾓﾘ/2009 

 盛岡第四高等学校図書館 

青少年読書感想文岩手県コンクール入賞作品 ／ 第５４回（２００８）小学校編 盛岡 展示  

 K/019/ｲ 4/1-43 

 岩手県学校図書館協議会 

青少年読書感想文岩手県コンクール入賞作品 ／ 第５４回（２００８）中・高校編 盛岡 展示  

 K/019/ｲ 4/2-43 

 岩手県学校図書館協議会 

そよかぜ ／ 第３０回（平成２０年度） 一戸町 展示  

一戸町読書に関する作文（感想文）コンクール入賞作品集 K/019/ｲ 10/1-30 

いちのへ文化・スポーツＮＰＯ∥編集 一戸町教育委員会 

大船渡市読書感想文コンクール入賞作品集 ／ 第４１回（平成２０年度） 大船渡 展示  

 K/019/ｵ 1/1-41 

大船渡市立図書館∥編集 大船渡市立図書館 

読 書 

図 書 館 
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私の愛読書 ／ ２００８ 金ヶ崎町 展示  

私のすすめるこの一冊 K/019/ｶ 6/4-2008 

 金ケ崎町立図書館 

なぎさ ／ 第３１回（平成２０年度） 一関 展示  

大東読書感想文・感想画・詩歌コンクール入賞作品集 K/019/ﾀﾞ 1/1-2008 

岩手県一関市立大東図書館∥編集 岩手県一関市立大東図書館 

生涯はつらつ本との出会い ／ 第２０号 一関 展示  

読書推進誌 K/019/ﾀﾞ 2/1-20 

一関市立大東図書館∥編集 一関市立大東図書館 

感想文集 ／ 第３４回（平成２０年度） 二戸 展示  

二戸市民読書感想文コンクール K/019/ﾆ 2/1-2008 

二戸市立図書館∥編集 二戸市立図書館 

うみう ／ 第２８号（平成２０年度） 普代村 展示  

第２８回普代村読書感想文等コンクール入賞作品集 K/019/ﾌ 2/1-28 

普代村教育委員会∥編集 普代村教育委員会 

宮古市読書感想文コンクール入選作品集 ／ 平成２０年度 宮古 展示  

 K/019/ﾐ 6/1-2008 

宮古市立図書館∥編集 宮古市立図書館 

山田町読書感想文コンクール入選作品集 ／ 第４１回（平成２０年度） 山田町 展示  

一人ひとりが学び、光り輝くやまだ人づくり K/019/ﾔ 1/2-2008 

山田町立図書館∥編集 山田町立図書館 

読書感想文集 ／ 平成２０年度 陸前高田 展示  

第４１回陸前高田市内小・中学校読書感想文コンクール入賞作品 K/019/ﾘ 2/1-2008 

 陸前高田地区学校図書館協議会 

ことばの海へこぎ出そう ／ 平成２０年度 陸前高田 展示  

報告書 K/019.2/ｺﾄ/2008 

「ことばの海へこぎ出そう」実行委員会∥編集 「ことばの海へこぎ出そう」実行委員会 

洋野町読書感想文・詩歌コンクール入選作品集 ／ 第３回（平成２０年度） 洋野町 展示  

 K/019.25/ﾋﾛ/3 

洋野町立種市図書館∥編集 洋野町立種市図書館 

めぐみ ／ ２００８ 久慈 展示  

第三回読書感想文入選作品集 K/019.25/ﾒｸﾞ/2008 

久慈市立図書館∥編集 久慈市立図書館 

やまなみ ／ 平成２０年度 軽米町 展示  

軽米町小中学生読書感想文・感想画コンクール入賞作品集 K/019.25/ﾔﾏ/2008 

軽米町立図書館∥編集 軽米町立図書館 

おやこで読書  花巻 展示  

おすすめの本がいっぱい！！ K/019.5/ｵﾔ 

花巻市立八重畑小学校∥編集 花巻市立八重畑小学校 

手づくり絵本展展示目録 ／ 第２９回 盛岡 展示  

 K/027.9/ｲ 1/24-29 

 岩手県読書推進運動協議会 

聴覚障害者向け字幕〈手話〉入りビデオライブラリー全作品目録  盛岡 展示  

 K/027.9/ｲﾜ 

〔岩手県立視聴覚障害者情報センター∥編〕 岩手県立視聴覚障害者情報センター 

腊葉箱 ／ 第３ 北上 展示  

 K/049/ｸﾞﾝ/3 

郡司  直衛∥著 ギャラリーくらぼっこ 

目 録・雑 書 

読 書 
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風はささやく  藤沢町 展示  

 K/049/ｽﾄﾞ 

須藤  雄治郎∥〔著〕 須藤雄治郎 

総合政策 ／ 第１０巻第１号 滝沢村 展示  

 K/051.1/ｲﾜ/10-1 

岩手県立大学総合政策学会∥編集 岩手県立大学総合政策学会 

岩手年鑑 ／ 平成２１年版 盛岡 展示 ○

 KR/059/ｲﾜ/2009 

岩手日報社∥編 岩手日報社 

岩手会社年鑑 ／ ２００９年版 盛岡 展示 ○

 KR/060/ｲ 1/2009 

 岩手産業統計所出版部 

創立１０周年記念誌  平泉町 展示 ○

ＵＮＥＳＣＯひらいずみ K/063/ﾋﾗ 

創立１０周年記念誌編集委員会∥編集 平泉ユネスコ協会 

創立２０周年記念誌  盛岡 展示  

 K/065/ﾓﾘ 

創立２０周年記念誌委員会∥編集 盛岡中央ロータリークラブ 

岩手県立博物館年報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/069/ｲ 2/5-2007 

岩手県立博物館∥編集 岩手県文化振興事業団 

岩手県立博物館研究報告 ／ 第２６号 盛岡 展示  

 K/069/ｲ 2/7-26 

岩手県立博物館∥編集 岩手県文化振興事業団 

岩手県立博物館収蔵資料目録 ／ 第２１集 盛岡 展示  

民俗 K/069/ｲ 2/14-21 

岩手県立博物館∥編集 岩手県文化振興事業団 

北上市立博物館研究報告 ／ 第１７号 北上 展示  

 K/069/ｷ 1/1-17 

北上市立博物館∥編集 北上市立博物館 

盛岡市先人記念館館報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/069/ﾓ 5/8-2007 

盛岡市先人記念館∥編集 盛岡市先人記念館 

一関市博物館研究報告 ／ 第１２号 一関 展示  

 K/069.5/ｲﾁ/12 

一関市博物館∥編集 一関市博物館 

花巻市博物館研究紀要 ／ 第５号 花巻 展示  

 K/069.6/ﾊﾅ/5 

 花巻市博物館 

花巻市博物館年報 ／ 平成１９年度 花巻 展示  

 K/069.6122/ﾊﾅ/2007 

花巻市博物館∥編集 花巻市博物館 

感動ビタミン  奥州 展示  

 K/159/ｽｽﾞ 

鈴木  国閃∥〔著〕 鈴木国閃 

哲 学・宗 教 

各 種 団 体 

総 合 年 鑑 

目 録・雑 書 
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「早池峰開山・１２００年」の歴史・伝説を語る  遠野 展示 ○

 K/163.1/ﾊﾔ 

早池峰山岳会∥執筆 〔早池峰山岳会〕 

胡四王山の世界  花巻 展示 ○

花巻市博物館第７回企画展 K/175.922/ｺｼ 

花巻市博物館∥編集 花巻市博物館 

あなたに贈る心のカレンダー  花巻 展示 ○

 K/188.74/ﾊﾔ 

林  正文∥文 花巻寺町文化村協議会 

研究紀要 ／ 第３７集（平成１９年度） 一関 展示  

 K/200.4/ｲ 1/1-37 

 岩手県南史談会 

岩手県内遺跡発掘調査報告書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/200.5/ｲ 2/43-2007 

岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課∥編集 岩手県教育委員会 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５１７集 北上 展示  

穂貫田・駒板・山口遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-517 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局北上総合支局農林部農村整備室

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５１８集 奥州 展示  

道上遺跡第２次発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-518 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局農林部農村整備室 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５２５集 盛岡 展示  

川目Ａ遺跡第６次発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-525 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５２６集 盛岡 展示  

倉沢３区Ⅰ・Ⅱ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-526 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５２７集 盛岡 展示  

鵜ノ木遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-527 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５２８集 宮古 展示  

八木沢Ⅱ遺跡・八木沢ラントノ沢Ⅰ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-528 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５２９集 宮古 展示  

木戸井内Ⅳ遺跡・隠里Ⅲ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-529 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３０集 宮古 展示  

賽の神Ⅲ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-530 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３１集 奥州 展示  

岩洞堤遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-531 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 農林水産省東北農政局いさわ南部農地整備事業所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３２集 一戸町 展示  

上町遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-532 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 農林水産省東北農政局馬淵川沿岸農業水利事業所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３３集 盛岡 展示  

割沢遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-533 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 
森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局下

閉伊北建設事業所 

歴 史 

哲 学・宗 教 
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岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３４集 盛岡 展示  

矢盛遺跡第１２・１３次発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-534 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 都市再生機構岩手都市開発事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３５集 盛岡 展示  

細谷地遺跡第１６・１７次発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-535 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 都市再生機構岩手都市開発事務所 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３６集 久慈 展示  

本波Ⅷ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-536 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県久慈地方振興局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３７集 二戸 展示  

板子屋敷３遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-537 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県二戸地方振興局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３８集 二戸 展示  

桂平Ⅰ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-538 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県二戸地方振興局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５３９集 北上 展示  

境遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-539 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局北上総合支局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４０集 北上 展示  

成田岩田堂館遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-540 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局北上総合支局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４１集 奥州 展示  

宝禄Ⅱ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-541 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４２集 一関 展示  

上野Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-542 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局一関総合支局土木部 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４３集 北上 展示  

市の川Ⅰ遺跡・市の川Ⅱ遺跡・山口遺跡・小川屋敷遺跡・六日市遺跡・八天北遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-543 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局北上総合支局農林部農村整備室

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４４集 奥州 展示  

道上遺跡第３次・合野遺跡・小林繁長遺跡発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-544 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県県南広域振興局農林部農村整備室 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４５集 盛岡 展示  

松屋敷遺跡第２次発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-545 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県教育委員会事務局教育企画室 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 ／ 第５４６集 盛岡 展示  

平成２０年度発掘調査報告書 K/200.5/ｲ 10/1-546 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編集 岩手県文化振興事業団 

紀要 ／ ２８（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/200.5/ｲ 10/17-28 

 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 

岩手考古学 ／ 第２０号 盛岡 展示 ○

岩手考古学会設立２０周年記念岩手考古学・回顧と展望 K/200.5/ｲ 21/1-20 

 岩手考古学会 

盛岡市遺跡地図 ／ ２００８年版 盛岡 展示  

 K/200.5/ﾓ 2/18-2008 

 盛岡市教育委員会（歴史文化課） 

館畑遺跡発掘調査報告書〈遺物編〉  矢巾町 展示  

住宅建設に伴う発掘調査 K/200.5/ﾔ 2/1-37 

 矢巾町教育委員会 

歴 史 
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近世留守家文書 ／ 第２０集 奥州 展示 ○

 K/200.9/ﾐ 2/2-20 

水沢古文書研究会∥編集 奥州市立水沢図書館 

岩手の民衆史 ／ 第１５号 盛岡 展示  

 K/205/ｲﾜ/15 

岩手民衆史研究会∥編集 岩手民衆史研究会 

安久沢東遺跡  奥州 展示  

経営体育成基盤整備事業古城地区に伴う緊急発掘調査 K/210.0254/ｱｸ 

奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター∥編集 奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター 

稲荷神社遺跡発掘調査報告書  花巻 展示  

平成１９年度調査 K/210.0254/ｲﾅ 

 花巻市教育委員会文化課 

川目Ａ遺跡  盛岡 展示  

国道１０６号線改良に伴う市道建設関連発掘調査報告書 K/210.0254/ｶﾜ 

盛岡市教育委員会∥編集 盛岡市教育委員会 

狐洞遺跡発掘調査報告書  滝沢村 展示  

土地区画整理事業に伴う緊急発掘調査報告書 K/210.0254/ｷﾂ 

滝沢村埋蔵文化財センター∥編集 岩手県滝沢村埋蔵文化財センター 

崩田遺跡  奥州 展示  

経営体育成基盤整備事業満倉地区に係る緊急発掘調査報告書 K/210.0254/ｸｽﾞ 

 奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター 

古代城柵官衙遺跡検討会 ／ 第３５回 盛岡 展示  

資料集 K/210.0254/ｺﾀﾞ/35 

古代城柵官衙遺跡検討会第３５回事務局∥編集 古代城柵官衙遺跡検討会第３５回事務局 

白鳥舘遺跡整備報告書  奥州 展示  

国指定史跡 K/210.0254/ｼﾛ 

奥州市世界遺産登録推進室∥編集 奥州市世界遺産登録推進室 

白鳥舘遺跡発掘調査報告書 ／ 第７次調査 奥州 展示  

国指定史跡 K/210.0254/ｼﾛ/7 

奥州市世界遺産登録推進室∥編集 奥州市世界遺産登録推進室 

盛南地区遺跡群発掘調査報告書 ／ ２ 盛岡 展示  

盛岡南新都市開発整備事業関連遺跡平成５～１２年度調査報告２  稲荷遺跡・本宮熊堂Ａ遺跡・本宮熊堂

Ｂ遺跡・野古Ａ遺跡・飯岡沢田遺跡・飯岡才川遺跡・向中野館遺跡・細谷地遺跡・矢盛遺跡・南仙北遺跡 
K/210.0254/ｾｲ/2 

盛岡市遺跡の学び館∥編集 都市再生機構 

長者ケ原廃寺跡発掘調査報告書 ／ 第１１次調査 奥州 展示  

  K/210.0254/ﾁﾖ/11 

奥州市世界遺産登録推進室∥編集 奥州市世界遺産登録推進室 

特別史跡無量光院跡発掘調査報告書 ／ ５ 平泉町 展示  

第１９次調査 K/210.0254/ﾄｸ/5 

 平泉町教育委員会 

鳥海柵遺跡  金ヶ崎町 展示  

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根 K/210.0254/ﾄﾉ 

金ケ崎町中央生涯教育センター∥編集 金ケ崎町教育委員会 

泥田廃寺跡第１～３次発掘調査報告書  一関 展示  

 K/210.0254/ﾄﾞﾛ 

一関市教育委員会∥編集 一関市教育委員会 

花巻城跡  花巻 展示  

城内地区宅地造成に係る緊急発掘調査報告書 K/210.0254/ﾊﾅ 

 花巻市教育委員会 

花巻市内遺跡発掘調査報告書 ／ 平成２０年度 花巻 展示  

七ッ森古墳群遺跡２００７・胡四王山遺跡２００７・２００８ K/210.0254/ﾊﾅ/2008 

 岩手県花巻市教育委員会 

歴 史 
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平泉遺跡群考古資料精選 ／ １ 平泉町 展示  

 K/210.0254/ﾋﾗ/1 

平泉町教育委員会∥編集 平泉町教育委員会 

不動Ⅰ遺跡  花巻 展示  

第６～８次発掘調査報告書不動上諏訪地区土地区画整理事業関連発掘調査報告書 K/210.0254/ﾌﾄﾞ 

 岩手県花巻市教育委員会 

骨寺村荘園遺跡確認調査報告書 ／ 第１０集 一関 展示  

 K/210.0254/ﾎﾈ/10 

一関市教育委員会∥編集 一関市教育委員会 

柳之御所遺跡  盛岡 展示  

第６８次発掘調査概報 K/210.0254/ﾔﾅ 

 岩手県教育委員会生涯学習文化課 

要害Ⅰ遺跡  要害Ⅱ遺跡  亀田遺跡  奥州 展示  

経営体育成基盤整備事業（古城地区）に伴う緊急発掘調査 K/210.0254/ﾖｳ 

奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター∥編集 奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター 

白いアクセサリー  大船渡 展示 ○

縄文貝塚からの贈りもの K/210.25/ｼﾛ 

大船渡市立博物館∥編集 大船渡市立博物館 

平泉遺跡群発掘調査報告書  平泉町 展示  
祇園Ⅱ遺跡第３次  金鶏山遺跡第３・４次  倉町遺跡第１３次  坂下遺跡第１３次  志羅山遺跡第９６・９

７次 中尊寺跡第７３次  花立Ⅰ遺跡第２７・２８次  花立Ⅱ遺跡第２２次  三日町Ⅲ遺跡第５次
K/210.38/ﾋﾗ 

 平泉町教育委員会 

南国山河  一関 展示  

生還者は語る K/210.75/ﾂｷ 

槻山  勝宏∥編集 槻山勝宏 

盛岡市遺跡の学び館館報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/211/ﾓﾘ/2007 

〔盛岡市遺跡の学び館∥編〕 盛岡市遺跡の学び館 

東北地方北部および北海道出土刀剣類の形態と組成からみた日本刀成立過程  盛岡 展示  

 K/212/ﾄｳ 

岩手県立博物館∥編集 岩手県文化振興事業団 

えみし ／ 第１９回（２００８．９秋） 盛岡 展示  

えみし文化ゼミナール K/212.04/ｴﾐ/19 

 えみし学会 

いーはとーぶＤＯＧＵブギウギ岩手の土偶まほろば展  花巻 展示 ○

さかいひろこ＆米山みどり K/212.2/ｲﾊ 

東和ふるさと歴史資料館∥編集 東和ふるさと歴史資料館 

岩手考古学会２０年のあゆみ  盛岡 展示  

歴史を塗り替えたあの発掘調査、再び K/212.2/ｲﾜ 

岩手考古学会∥編集 岩手考古学会 

年報 ／ 平成１９年度版 盛岡 展示  

 K/212.2/ｲﾜ/2007 

〔岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター∥編〕 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 

ほら貝のひびき  奥州 展示  

伊達北部・寛政の百姓一揆 K/212.2/ｼｼ 

宍戸  春雄∥著 〔宍戸春雄〕 

南部史考  盛岡 展示 ○

 K/212.2/ﾀｶ 

高橋  清明∥著 盛岡歴史研究所 

テーマ１縄文中期後半の集落  テーマ２中世の埋蔵銭資料集  盛岡 展示 ○

２００８年岩手考古学会第３９回研究大会 K/212.2/ﾃﾏ 

岩手考古学会∥編集 岩手考古学会 

歴 史 
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明治三年戸籍  盛岡 展示 ○

 K/212.2/ﾒｲ 

盛岡市中央公民館学芸ボランティア∥編 盛岡市中央公民館 

くずまき歴史散歩  葛巻町 展示 ○

 K/213.2/ﾌｼﾞ 

藤岡  一雄∥著 藤岡一雄 

紫波の歴史は面白い！！  紫波町 展示 ○

平泉関連編 K/215.1/ｼﾜ 

 紫波町平泉関連史跡連携協議会 

赤林郷土誌  盛岡 展示  

 K/215.2/ｲﾄ 

伊藤  竜太郎∥著 ねんりん舎 

花巻市史 ／ 資料篇〔７－１２〕 花巻 展示  

御次留書帳 K/221.1/ｸ 1/2-21-4 

 花巻市教育委員会 

花巻の昭和の記憶 ／ 第２集 花巻 展示  

戦後復興から東京オリンピックまで K/221.1/ﾊﾅ/2 

花巻市図書館叢書刊行委員会∥編集 花巻市教育委員会 

下鬼柳村小絵図二十九枚写  北上 展示  

安政五年午九月 K/225.1/ｼﾓ 

 〔鬼柳歴史懇話会〕 

文化・歴史遺産案内書（ガイドブック）  北上 展示 ○

黒沢尻東地区 K/225.1/ﾌﾞﾝ 

 北上市黒沢尻東地区自治協議会 

ばっぱァのふところ柳沢の歴史  西和賀町 展示  

 K/225.4/ﾊﾞﾂ 

柳沢郷土史編集委員会∥編集 柳沢地区地域づくり委員会 

一首坂とこだわり衣川史  奥州 展示  

 K/231.1/ｲﾂ 

 衣川地区振興会 

長者ケ原廃寺跡整備基本計画  奥州 展示  

史跡柳之御所・平泉遺跡群 K/231.1/ﾁﾖ 

奥州市世界遺産登録推進室∥編集 奥州市世界遺産登録推進室 

一関藩の戊辰戦争  一関 展示 ○

 K/241.1/ｲﾁ 

一関市博物館∥編集 一関市博物館 

中世荘園骨寺村  一関 展示 ○

奥州平泉中尊寺経蔵別当領 K/241.1/ﾁﾕ 

一関市博物館∥編集 一関市博物館 

骨寺論考集  一関 展示  

骨寺三部作 K/241.2/ｵﾉ 

小野寺  啓∥編著 〔小野寺啓〕 

室根村史 ／ 資料篇 一関 展示  

 K/245.5/ﾑﾛ/3 

室根村史資料篇編集実行委員会∥編集 室根村史資料篇編集実行委員会 

郷土史への招待  釜石 展示  

 K/261.1/ｺﾝ 

昆  勇郎∥著 〔昆勇郎〕 

市内遺跡詳細分布調査報告書  遠野 展示  

補則・総括 K/261.2/ｼﾅ/4 

遠野市教育委員会（文化課）∥編集 遠野市教育委員会（文化課） 

歴 史 
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山形村誌 ／ 第１巻 久慈 展示  

民俗編 K/271.5/ﾔﾏ/1 

山形村誌編さん委員会∥編集 久慈市 

二戸史料叢書 ／ 別冊第３巻 二戸 展示  

二戸歴史物語 K/275.1/ﾆﾉ/3 

市史編さん室∥編集 二戸市教育委員会 

安代町史 ／ 民俗編 八幡平 展示  

 K/275.3/ｱｼ/2 

安代町史編さん委員会∥編集 八幡平市 

岩手県職員録 ／ 平成２０年６月１２日現在 盛岡 展示  

 K/280.3/ｲ 2/1-2008 

岩手県総務部人事課∥編集 〔岩手県〕 

岩手県学事関係職員録 ／ ２００８ 盛岡 展示  

 K/280.3/ｲ 3/1-2008 

岩手教育会館∥編集 岩手教育会館 

岩手県学事関係職員録索引 ／ ２００８ 盛岡 展示  

 K/280.3/ｲ 3/2-2008 

岩手教育会館∥編集 岩手教育会館 

会員名簿 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示  

 K/280.3/ｲ 12/1-2008 

〔岩手県薬剤師会∥編〕 岩手県薬剤師会 

花巻市職員録 ／ 平成２０年度 花巻 展示  

 K/280.3/ﾊ 6/1-2008 

 花巻市総務企画部総務課 

偉人を支えた女性たち  盛岡 展示  

岩手ゆかりの人物を知る K/281.22/ｲｼﾞ 

 岩手県立図書館 

先人記念館ボランティア活動報告書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/281.22/ｾﾝ/2007 

 盛岡市先人記念館 

先人記念館ボランティア活動報告書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/281.22/ｾﾝ/2008 

 盛岡市先人記念館 

風そよぎ花ゆれて ／ 第７集 宮古 展示  

自分史合同文集 K/281.22/ﾆｲ/7 

新里地区いきいきセミナーの皆さん、本村に縁のある方 新里地区いきいきセミナー事務局 

二戸市の先人たち  二戸 展示  

小学生副読本 K/281.22/ﾆﾉ 

 二戸市教育委員会 

ほろわ人物伝 ／ 第２号 藤沢町 展示  

 K/281.22/ﾎﾛ/2 

保呂羽地区老人クラブ連合会∥編集 保呂羽地区老人クラブ連合会 

盛岡の先人たち  盛岡 展示 ○

 K/281.22/ﾓﾘ 

 盛岡市小学校長会 

遂げずばやまじ  盛岡 展示 ○

日本の近代化に尽くした大槻三賢人 K/288.3/ﾄｹﾞ 

大島  英介∥著 岩手日報社 

名 簿・伝 記 

歴 史 
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清き流れは絶えざらまし  野田村 展示 ○

南部盛岡藩家老・野田家の没落 K/288.3/ﾌﾙ 

古沢  香∥著 村の歴史を語る会 

移住  盛岡 展示 ○

人生 後の夢をジャングルの開拓に賭けた男  伊藤勇雄 K/289/ｲ 12/9 

大久保  好唯∥著 桐々舎 

新渡戸稲造の世界 ／ 第１７号（２００８） 盛岡 展示 ○

新渡戸ワールドを身近に K/289/ﾆ 3/199-17 

 新渡戸基金 

花巻新渡戸記念館館報 ／ 平成１９年度 花巻 展示  

 K/289/ﾆ 3/200-2007 

〔花巻新渡戸記念館∥編〕 花巻新渡戸記念館 

米内光政会会報 ／ 第２１号 盛岡 展示  

 K/289/ﾖ 3/40-21 

 米内光政会事務局 

人生はテニスと共に  盛岡 展示 ○

９２歳現役プレーヤーが語る人生の応援歌 K/289.1/ｵｲ 

及川  与四郎∥著 百年青春文庫 

学問の花ひらく  一関 展示 ○

大槻玄沢と門人たち K/289.1/ｵｵ 

大槻玄沢生誕２５０周年・没後１８０周年記念事業実行委員会∥編集 大槻玄沢生誕２５０周年・没後１８０周年記念事業実行委員会 

金田一京助先生の思い出  盛岡 展示  

講演記録 K/289.1/ｷﾝ 

吉沢  典男∥〔述〕 〔太田幸夫〕 

国井達夫先生追悼集  盛岡 展示  

 K/289.1/ｸﾆ 

 国井達夫先生追悼集刊行委員会 

後藤新平東京市長  盛岡 展示 ○

東京市政大改革のすべて K/289.1/ｺﾞﾄ 

六本木  基正∥著 六本木基正 

斎藤実伝  盛岡 展示  

生誕１５０周年記念 K/289.1/ｻｲ 

 岩手県立図書館 

７０年の足跡  奥州 展示  

回想は果てしなく K/289.1/ｻｻ 

佐々木  恒∥著 〔佐々木恒〕 

佐藤昌介伝  盛岡 展示 ○

北大を築いた南部人 K/289.1/ｻﾄ 

小笠原  正明∥著 岩手日報社 

佐藤晋先生追悼集  盛岡 展示  

 K/289.1/ｻﾄ 

 佐藤晋先生を追悼する会発起人会 

平泉の唄  奥州 展示 ○

源義経と照井高直 K/289.1/ﾃﾙ 

本平  次男∥著 前沢歴史の会 

評伝那珂梧楼  滝沢村 展示 ○

 K/289.1/ﾅｶ 

高野  豊四郎∥著 〔高野豊四郎〕 

原敬日記を繙く  盛岡 展示 ○

企画展 原敬、総理への道 K/289.1/ﾊﾗ 

 原敬記念館 

名 簿・伝 記 



11 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

原敬日記を繙く  盛岡 展示 ○

企画展 平民宰相の凶変 K/289.1/ﾊﾗ 

 原敬記念館 

本懐・宰相原敬  盛岡 展示  

原敬日記をひもとく K/289.1/ﾊﾗ 

木村 幸治∥著 熊谷印刷出版部 

原敬記念館館報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/289.1/ﾊﾗ/2007 

盛岡市原敬記念館∥編集 盛岡市原敬記念館 

喫茶去  花巻 展示  

私の歩ゆんだ道 K/289.1/ﾍﾗ 

戸来  諭∥〔著〕 戸来諭 

アネモネの花だより  滝沢村 展示  

細川泰子先生の遺されたもの K/289.1/ﾎｿ 

『細川泰子先生顕彰記念誌』編集委員会∥編集 盛岡大学短期大学部同窓会アネモネ会 

７０歳の旅行記  紫波町 展示  

 K/290.9/ﾅｶ 

中村  徳司∥著 中村康夫 

太田の里・まるごとマップ  盛岡 展示 ○

 K/291.1/ｵｵ 

魅力ある太田つくり協議会∥作成 魅力ある太田つくり協議会 

七十代の山登り  盛岡 展示  

 K/291.2/ｺﾝ 

金野  清治郎∥著 ねんりん舎 

いわての温泉パーフェクトガイド  盛岡 展示  

温泉ガイド史上最多！！岩手県内温泉施設２４０湯 K/291.22/ｲﾜ 

 岩手日報社 

いわて・平泉  盛岡 展示  

観光＆イベントガイドブック K/291.22/ｲﾜ 

 いわて・平泉観光キャンペーン実行委員会 

いわて学 ／ 第１巻 盛岡 展示 ○

黄金の国、いわて。滋味編 K/291.22/ｲﾜ/1 

 岩手県総合政策部広聴広報課 

いわて学 ／ 第２巻 盛岡 展示 ○

黄金の国、いわて。伝承編 K/291.22/ｲﾜ/2 

 岩手県総合政策部広聴広報課 

いわて学 ／ 第３巻 盛岡 展示 ○

黄金の国、いわて。時空編 K/291.22/ｲﾜ/3 

 岩手県総合政策部広聴広報課 

いわて学 ／ 第４巻 盛岡 展示 ○

黄金の国、いわて。風土編 K/291.22/ｲﾜ/4 

 岩手県総合政策部広聴広報課 

黄金の国、いわて。  盛岡 展示 ○

マルコ・ポーロや西行法師、松尾芭蕉が憧れた理想郷。 K/291.22/ｵｳ 

 岩手県総合政策部広聴広報課 

Ｏｒａｅｓａｋｏ  一関 展示  

いわて・みやぎ広域味めぐりパンフ K/291.22/ｵﾗ 

 〔一関市役所商業観光課〕 

名 簿・伝 記 

地 誌・観 光 
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大正ロマン時空の旅 ／ 葛巻村・江刈村・田部村 葛巻町 展示 ○

岩手県下の町村 K/291.22/ﾀｶ 

〔高橋  嘉太郎∥著〕 遠藤幸助 

とっとこ ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

とことんをもっとオモシロク！！ K/291.22/ﾄﾂ/2008 

岩手朝日テレビ・情報紙游悠∥企画・制作 倖星舎 

花めぐり紀行  一関 展示 ○

いわて・みやぎ  県際 K/291.22/ﾊﾅ 

 いわて・みやぎ県際花めぐり紀行実行委員会事務局 

もりけん本 ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

盛岡もの識り検定試験参考書 K/291.22/ﾓﾘ/2008 

文化地層研究会∥編集 盛岡商工会議所 

義経北行伝説  久慈 展示 ○

三陸海岸を行く〈宮古～八戸〉 K/291.22/ﾖｼ 

青森県八戸市∥編集協力 岩手県久慈地方振興局 

レッツいわて ／ ２００９〓２０１０ 盛岡 展示 ○

岩手まるごとガイド K/291.22/ﾚﾂ/2009 

 ＡＳＡ岩手県朝日会 

おもてなしガイドブック  雫石町 展示  

雫石ファンクラブ K/291.31/ｵﾓ 

雫石町観光協会∥編集 雫石町 

ホケキョ ／ とっぱらい無料号（２００９．Ｓｐｒｉｎｇ） 雫石町 展示 ○

鶯宿温泉応援マガジン K/291.31/ﾎｹ 

 雫石町 

志和の歴史的風土と地名  紫波町 展示 ○

 K/291.51/ｼﾜ 

「志和の歴史的風土と地名」編集委員会∥編集 紫波町志和公民館 

早池峰山  盛岡 展示 ○

 K/292.11/ﾊﾔ 

 岩手日報社 

トラジャの風 ／ ２００７ｙｅａｒｓ 奥州 展示  

 K/292.44/ﾄﾗ/2007 

２００７スラマセコラ就学支援交流訪問団∥編集 スラマセコラの会 

奥州市内訪ね歩き ／ 第２集 奥州 展示  

子どもの体験活動の手引き奥州市内の食文化を学ぼう K/293.11/ｵｳ/2 

奥州市教育委員会∥著作 奥州市教育研究所 

わたしたちの奥州市  奥州 展示  

小学校社会科副読本 K/293.11/ﾜﾀ 

奥州市教育研究所∥著作 奥州市教育委員会 

金ケ崎の自然と文化  金ヶ崎町 展示  

 K/293.12/ｶﾈ 

金ケ崎町中央生涯教育センター∥編集 金ケ崎町教育委員会 

いちのせき  一関 展示  

岩手・一関のんびり旅満喫情報誌 K/294.11/ｲﾁ 

 〔一関市〕 

骨寺村荘園遺跡散策マップ  一関 展示 ○

中世の風景 K/294.11/ﾎﾈ 

 一関市 

あなたと歩くとっておきの平泉  盛岡 展示 ○

平泉ガイドブック K/294.13/ｱﾅ 

 岩手日報社 

地 誌・観 光 
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遠野今昔 ／ 第３集 遠野 展示  

山ひだに生きる K/296.12/ﾄｵ/3 

遠野市老人クラブ連合会∥編 遠野市老人クラブ連合会 

普代村の家並み  普代村 展示 ○

明治十年の番戸調査 K/296.56/ﾌﾀﾞ 

 普代村教育委員会 

もりおか暮らしの便利帳  盛岡 展示 ○

 K/300/ﾓ 1/1-2008 

 盛岡市 

歴史ロマンの国は今  盛岡 展示  

大草原に夢馳せて K/302.227/ﾚｷ 

 パコスジャパン 

デンマークを見る、聞く、読む  盛岡 展示  

幸福度世界一の国 K/302.3895/ｲﾜ 

岩城  徹∥著 〔岩城徹〕 

原敬記念館開館五十周年記念特別講演会記録  盛岡 展示  

 K/312.1/ﾊﾗ 

川田  稔∥〔述〕 原敬記念館開館五十周年記念事業実行委員会 

岩手県議会定例会会議録 ／ 第４回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2007-4 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会会議録 ／ 第５回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2008-5 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会会議録 ／ 第６回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2008-6 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会会議録 ／ 第７回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2008-7 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会会議録 ／ 第８回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2008-8 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会臨時会会議録 ／ 第９回 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 1/4-2009-9 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

決算特別委員会会議記録 ／ 平成２０年１０月 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 1/5-2008 

〔岩手県議会事務局∥編〕 岩手県議会事務局 

予算特別委員会会議記録 ／ 平成２０年３月 盛岡 展示  

 KR/314.1/ｲ 2/8-2008 

〔岩手県議会事務局∥編〕 岩手県議会事務局 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年２月その１ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-2-1

〔岩手県∥編〕 〔岩手県〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年２月その２ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-2-2

〔岩手県∥編〕 〔岩手県〕 

政 治・法 律 

地 誌・観 光 
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岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年２月その３ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-2-3

〔岩手県∥編〕 〔岩手県〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年２月その４ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-2-4

〔岩手県∥編〕 〔岩手県〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年６月 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-6 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年６月その２ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-6-2

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年９月その１ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-9-1

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年９月その２ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-9-2

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年１１月その１ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-11-1 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２０年１１月その２ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2008-11-2 

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その１ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-1

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その２ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-2

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その３ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-3

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その４ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-4

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その５ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-5

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会定例会議案 ／ 平成２１年２月その１０ 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/1-2009-2-10

〔岩手県議会∥編〕 〔岩手県議会〕 

岩手県議会臨時会議案 ／ 平成２１年１月 盛岡 展示  

 K/314.1/ｲ 3/2-2009-1 

〔岩手県∥編〕 〔岩手県〕 

決算特別委員会記録 ／ 平成２０年 久慈 展示  

 KR/314.122/ｸｼﾞ/2008 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

一関市議会会議録 ／ 第１５回定例会 一関 展示  

 K/314.2/ｲﾁ/15 

〔一関市議会∥編〕 一関市議会 

政 治・法 律 
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一関市議会会議録 ／ 第１６回定例会 一関 展示  

 K/314.2/ｲﾁ/16 

〔一関市議会∥編〕 一関市議会 

一関市議会会議録 ／ 第１７回臨時会  第１８回臨時会  第１９回定例会 一関 展示  

 K/314.2/ｲﾁ/17 

〔一関市議会∥編〕 一関市議会 

一関市議会会議録 ／ 第２０回定例会 一関 展示  

 K/314.2/ｲﾁ/20 

〔一関市議会∥編〕 一関市議会 

大船渡市議会会議録 ／ 平成２０年第１回定例会 大船渡 展示  

 K/314.2/ｵ 1/1-2008-1 

〔大船渡市議会∥編〕 大船渡市議会 

大船渡市議会会議録 ／ 平成２０年第２回定例会（第１回臨時会） 大船渡 展示  

 K/314.2/ｵ 1/1-2008-2 

〔大船渡市議会∥編〕 大船渡市議会 

大船渡市議会会議録 ／ 平成２０年第３回定例会（第２回臨時会） 大船渡 展示  

 K/314.2/ｵ 1/1-2008-3 

〔大船渡市議会∥編〕 大船渡市議会 

大船渡市議会会議録 ／ 平成２０年第４回定例会 大船渡 展示  

 K/314.2/ｵ 1/1-2008-4 

〔大船渡市議会∥編〕 大船渡市議会 

釜石市議会会議録 ／ 第１号平成２０年１月臨時会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-1 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第２号平成２０年２月臨時会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-2 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第３号平成２０年２月臨時会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-3 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第４号平成２０年３月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-4 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第５号平成２０年６月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-5 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第６号平成２０年９月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-6 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第７号平成２０年１１月臨時会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-7 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

釜石市議会会議録 ／ 第８号平成２０年１２月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/1-2008-8 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

決算特別委員会審査記録 ／ 平成２０年９月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/2-2008 

〔釜石市議会事務局∥編〕 釜石市議会事務局 

予算特別委員会審査記録 ／ 平成２０年３月定例会 釜石 展示  

 KR/314.2/ｶ 3/3-2008 

〔釜石市議会∥編〕 釜石市議会事務局 

政 治・法 律 
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北上市議会定例会会議録 ／ 第１４２回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-142 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会臨時会会議録 ／ 第１４３回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-143 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会定例会会議録 ／ 第１４４回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-144 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会臨時会会議録 ／ 第１４５回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-145 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会定例会会議録 ／ 第１４６回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-146 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会臨時会会議録 ／ 第１４７回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-147 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会定例会会議録 ／ 第１４８回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-148 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会臨時会会議録 ／ 第１４９回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-149 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会定例会会議録 ／ 第１５０回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-150 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会臨時会会議録 ／ 第１５１回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-151 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

北上市議会定例会会議録 ／ 第１５２回 北上 展示  

 KR/314.2/ｷ 2/2-152 

〔北上市議会事務局∥編〕 北上市議会事務局 

久慈市議会臨時会会議録 ／ 第４回 久慈 展示  

 KR/314.2/ｸ 2/1-2007-4 

 久慈市議会 

久慈市議会定例会会議録 ／ 第７回 久慈 展示  

 K/314.2/ｸ 2/1-2008-1 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

久慈市議会臨時会会議録 ／ 第８回 久慈 展示  

 KR/314.2/ｸ 2/1-2008-2 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

久慈市議会定例会会議録 ／ 第１０回 久慈 展示  

 K/314.2/ｸ 2/1-2008-3 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

久慈市議会定例会会議録 ／ 第１１回 久慈 展示  

 K/314.2/ｸ 2/1-2008-4 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

宮古市議会臨時会会議録 ／ 平成２０年１月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-1 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

政 治・法 律 
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宮古市議会定例会会議録 ／ 平成２０年３月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-3 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会定例会会議録 ／ 平成２０年６月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-6 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会臨時会会議録 ／ 平成２０年７月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-7-1 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会臨時会会議録 ／ 平成２０年７月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-7-2 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会定例会会議録 ／ 平成２０年９月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-9 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会臨時会会議録 ／ 平成２０年１１月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-11

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会定例会会議録 ／ 平成２０年１２月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2008-12

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

宮古市議会臨時会会議録 ／ 平成２１年１月 宮古 展示  

 KR/314.2/ﾐ 2/1-2009-1 

〔宮古市議会∥編〕 宮古市議会 

盛岡市議会会議録 ／ 平成２０年３月定例会 盛岡 展示  

 KR/314.2/ﾓ 1/1-2008-1 

〔盛岡市議会∥編〕 〔盛岡市議会〕 

盛岡市議会会議録 ／ 平成２０年６月定例会 盛岡 展示  

 KR/314.2/ﾓ 1/1-2008-2 

〔盛岡市議会∥編〕 〔盛岡市議会〕 

盛岡市議会会議録 ／ 平成２０年９月定例会 盛岡 展示  

 KR/314.2/ﾓ 1/1-2008-3 

〔盛岡市議会∥編〕 〔盛岡市議会〕 

盛岡市議会会議録 ／ 平成２０年１２月定例会 盛岡 展示  

 KR/314.2/ﾓ 1/1-2008-4 

〔盛岡市議会∥編〕 〔盛岡市議会〕 

盛岡市議会会議録 ／ 平成２１年３月定例会 盛岡 展示  

 KR/314.2/ﾓ 1/1-2009-1 

〔盛岡市議会∥編〕 〔盛岡市議会〕 

陸前高田市議会会議録 ／ 平成２０年第１回定例会 陸前高田 展示  

 KR/314.2/ﾘ 1/1-2008-1 

陸前高田市議会事務局∥編集 陸前高田市議会 

陸前高田市議会会議録 ／ 平成２０年第１回臨時会平成２０年第２回定例会 陸前高田 展示  

 KR/314.2/ﾘ 1/1-2008-2 

陸前高田市議会事務局∥編集 陸前高田市議会 

陸前高田市議会会議録 ／ 平成２０年第２回臨時会平成２０年第３回定例会 陸前高田 展示  

 KR/314.2/ﾘ 1/1-2008-3 

陸前高田市議会事務局∥編集 陸前高田市議会 

陸前高田市議会会議録 ／ 平成２０年第４回定例会 陸前高田 展示  

 KR/314.2/ﾘ 1/1-2008-4 

陸前高田市議会事務局∥編集 陸前高田市議会 

政 治・法 律 
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人事委員会年報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/317.2/ｲ 8/1-2007 

〔岩手県人事委員会∥編〕 岩手県人事委員会 

職員のてびき ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/317.3/ｲ 6/2-2008 

〔岩手県総務部人事課∥編〕 岩手県総務部人事課 

いわてのけいさつ ／ 〔平成２０年版〕 盛岡 展示  

安全・安心 K/317.7/ｲﾜ/2008 

 岩手県警察本部 

いわてのけいさつ ／ 〔平成２１年版〕 盛岡 展示  

安全・安心 K/317.7/ｲﾜ/2009 

 岩手県警察本部 

盛岡広域消防の概況 ／ 平成１９年度版 盛岡 展示  

 K/317.79/ﾓﾘ/2007 

盛岡地区広域行政事務組合消防本部警防課∥編集 盛岡地区広域行政事務組合消防本部警防課 

消防年報 ／ 平成１９年度版 一関 展示  

 K/317.7922/ｼﾖ/2007 

 一関市消防本部 

主要施策の成果に関する説明書  岩手県総合計画実施状況報告書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/318/ｲ 1/9-2007 

 岩手県 

岩手県市町村概要 ／ 〔平成２０年度〕 盛岡 展示 ○

 KR/318/ｲ 1/11-2008 

岩手県地域振興部市町村課∥編集 岩手県市町村振興協会 

岩手県の都市計画 ／ 資料編 盛岡 展示  

 K/318/ｲﾜ/1-2009-2 

岩手県県土整備部都市計画課∥編集 岩手県県土整備部都市計画課 

広報にのへ ／ 平成１９年度 二戸 展示  

集録 K/318/ﾆ 1/2007 

〔二戸市役所情報統計課∥編〕 二戸市役所情報統計課 

盛岡市例規集 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示  

 KR/318.11/ﾓﾘ/2008 

盛岡市総務部総務課∥編集 盛岡市 

いわて希望創造プランのあらまし  盛岡 展示  

 K/318.222/ｲﾜ 

 岩手県 

岩泉町勢要覧 ／ ２００８ 岩泉町 展示  

大きな樹が育ち明日が見える岩泉 K/318.222/ｲﾜ/2008 

 岩手県・岩泉町 

ガーデンシティーの街角から  金ヶ崎町 展示 ○

田舎町長１６年奮戦記 K/318.222/ﾀｶ 

高橋  紀雄∥著 高橋紀雄 

岩手県議会議員一覧 ／ 平成２０年１月１７日現在 盛岡 展示  

 K/318.422/ｲﾜ/2008 

 岩手県議会 

岩手県議会議員一覧 ／ 平成２０年４月１６日現在 盛岡 展示  

 K/318.422/ｲﾜ/2008-2 

 岩手県議会 

議会年報 ／ 通巻第２号（平成１９年） 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/2 

〔奥州市議会事務局∥編〕 奥州市議会事務局 

政 治・法 律 
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議会年報 ／ 通巻第３号（平成２０年） 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/3 

〔奥州市議会事務局∥編〕 奥州市議会事務局 

奥州市議会会議録 ／ 平成２０年第１回臨時会１月１８日招集第１回定例会２月２２日招集 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/2008-1 

〔奥州市議会∥編〕 奥州市議会 

奥州市議会会議録 ／ 平成２０年第２回臨時会４月２２日招集第２回定例会６月６日招集 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/2008-2 

〔奥州市議会∥編〕 奥州市議会 

奥州市議会会議録 ／ 平成２０年第３回臨時会７月２９日招集第３回定例会８月２９日招集 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/2008-3 

〔奥州市議会∥編〕 奥州市議会 

奥州市議会会議録 ／ 平成２０年第４回臨時会１０月３１日招集第４回定例会１１月２８日招集 奥州 展示  

 KR/318.422/ｵｳ/2008-4 

〔奥州市議会∥編〕 奥州市議会 

新町の躍動  一関 展示 ○

新町地区自治会創立２０周年記念誌 K/318.822/ｼﾝ 

菅原  和男∥編集 新町地区自治会 

鉢の皮  盛岡 展示  

三ツ割自治会から分離独立２０周年記念誌 K/318.822/ﾐﾂ 

三ツ割自治会から分離独立２０周年記念誌編集委員会∥編集 三ツ割鉢の皮振興会 

消防年報 ／ 平成２０年版 北上 展示  

 K/319/ｷ 2/1-2008 

北上地区消防組合消防本部総務課∥編集 北上地区消防組合消防本部総務課 

消防年報 ／ 平成１９年度版 久慈市 展示  

 K/319/ｸ 3/1-2007 

久慈広域連合消防本部総務課∥編集 久慈広域連合消防本部総務課 

消防年報 ／ 平成１９年版 花巻 展示  

 K/319/ﾊ 3/1-2007 

 花巻市消防本部 

ロシアの対アジア政策における日ロ関係  盛岡 展示  

ロシア東洋大学アナトリー・コーシキン教授講演録 K/319.1038/ﾆﾁ 

アナトリー・コーシキン∥〔述〕 日ロ協会岩手県センター 

児童の自立自尊をねがって  盛岡 展示 ○

創立１００周年記念誌 K/327.85/ｲﾜ 

〔岩手県立杜陵学園∥編〕 岩手県立杜陵学園 

岩手県地価調査書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示 ○

 KR/330.5/ｲ 1/2-2008 

岩手県環境生活部資源エネルギー課∥監修 岩手県不動産鑑定士協会 

四十八年の軌跡  一関 展示 ○

大東商工会解散記念誌 K/330.66/ﾀﾞｲ 

大東商工会∥編集 大東商工会 

岩手県県民経済計算・市町村民所得年報 ／ 平成１８年度 盛岡 展示 ○

 KR/331.8/ｲ 1/1-2006 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県総合政策部調査統計課 

岩手から世界へそしてセカイが広がった  盛岡 展示  

Ｔｈｉｎｋ  Ｇｌｏｂａｌｌｙ  Ａｃｔ  Ｌｏｃａｌｌｙ K/333.8/ｲﾜ 

岩手県青年海外協力協会設立３０周年記念実行委員会∥編集 岩手県青年海外協力協会設立３０周年記念実行委員会 

経 済・財 政 

政 治・法 律 



20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスクロージャー ／ ２００８ 盛岡 展示  

平成２０年度上半期経営情報 K/338.73/ﾄﾘ/2008-2 

〔杜陵信用組合∥編〕 杜陵信用組合 

財産に関する調書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/340/ｲ 1/3-2007 

 岩手県 

岩手県歳入歳出決算書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/1-2007 

 〔岩手県〕 

歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/1-2-2007 

 岩手県 

歳入歳出決算説明書 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/1-3-2007 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２０年２月 盛岡 展示  

平成１９年度 K/344/ｲ 2/2-2008-2 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２０年２月 盛岡 展示  

平成２０年度 K/344/ｲ 2/2-2008-2 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２０年６月 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/2-2008-6 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２０年９月 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/2-2008-9 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２０年１１月 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/2-2008-11 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２１年１月 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/2-2009-1 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２１年２月 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/2-2009-2 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２１年２月 盛岡 展示  

平成２０年度 K/344/ｲ 2/2-2009-2 

 岩手県 

予算に関する説明書 ／ 平成２１年２月 盛岡 展示  

平成２１年度 K/344/ｲ 2/2-2009-2 

 岩手県 

予算に関する資料 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/10-2008 

 岩手県 

予算に関する資料 ／ 平成２１年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/10-2009 

 岩手県 

予算における重点事項説明書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/11-2008 

〔岩手県∥編〕 岩手県 

経 済・財 政 
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予算における重点事項説明書 ／ 平成２１年度 盛岡 展示  

 K/344/ｲ 2/11-2009 

〔岩手県∥編〕 岩手県 

岩手県歳入歳出決算審査意見書定額資金運用基金運用状況審査意見書 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

 K/344.122/ｲﾜ/2007 

 岩手県監査委員 

予算特別委員会記録 ／ 平成２０年 久慈 展示  

 KR/344.122/ｸｼﾞ/2008 

〔久慈市議会∥編〕 久慈市議会 

お知らせしますまちの行財政 ／ ２００８ 葛巻町 展示  

夢を実現するまちづくりに７６億円 K/349.4/ｸｽﾞ/2008 

 岩手県葛巻町 

岩手県統計年鑑 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示  

 KR/350/ｲ 2/1-2008 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県総合政策部調査統計課 

岩手県勢要覧 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示  

 KR/350/ｲ 3/2008 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県 

岩手県勢要覧 ／ 平成２１年度版 盛岡 展示  

 KR/350/ｲ 3/2009 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県 

県勢便覧 ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

 KR/350/ｲ 5/1-2008 

 岩手県議会事務局 

盛岡市統計書 ／ 平成１９年版 盛岡 展示  

 KR/351.1/ﾓ 1/6-2007 

市長公室企画調整課∥編集 盛岡市 

岩手県累年統計書 ／ 〔平成１９年度版〕 盛岡 展示  

時系列データでみる岩手のあゆみ KR/351.22/ｲﾜ/2007 

 岩手県 

奥州市統計書 ／ 平成２０年版 奥州 展示  

 KR/351.22/ｵｳ/2008 

奥州市総合政策部政策企画課∥編集 奥州市 

花巻市統計書 ／ 平成２０年版 花巻 展示  

 KR/352.11/ﾊﾅ/2008 

花巻市総務企画部広聴広報課∥編集 岩手県花巻市 

北上市統計書 ／ 平成２０年版 北上 展示  

 KR/352.51/ｷ 1/3-2008 

企画部政策企画課∥編集 北上市 

宮古市の統計 ／ 平成２０年版 宮古 展示  

 KR/356.51/ﾐ 1/4-2008 

宮古市総務企画部総務課統計担当∥編集 宮古市総務企画部総務課統計担当 

岩手県人口移動報告年報 ／ 平成２０年 盛岡 展示 ○

 KR/358/ｲ 1-2/1-2008 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県総合政策部 

保健福祉年報 ／ 平成１８年 盛岡 展示 ○

業務編 KR/358.1/ﾎｹ/2006 

岩手県保健福祉部保健福祉企画室∥編集 岩手県保健福祉部 

統 計・要 覧 

経 済・財 政 
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保健福祉年報 ／ 平成１９年 盛岡 展示 ○

人口動態編 KR/358.1/ﾎｹ/2007 

岩手県保健福祉部保健福祉企画室∥編集 岩手県保健福祉部 

南部同郷会記事録  盛岡 展示  

大正十四年五月－昭和五年十二月 K/361.65/ｻﾜ 

沢井  敬一∥編 〔沢井敬一〕 

岩手県労働委員会年報 ／ 平成２０年版 盛岡 展示  

 K/366/ｲ 2/1-2008 

岩手県労働委員会事務局∥編集 岩手県労働委員会事務局 

就業構造基本調査 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

結果の概要（岩手県版） K/366.21/ｼﾕ/2007 

 岩手県総合政策部 

ひかみ ／ 〔平成２０年度〕 陸前高田 展示  

ふるさとだより K/366.8/ﾘ 1/1-2008 

 陸前高田市出稼ぎ相談所 

私のお母さん作文集 ／ 第１２集 陸前高田 展示  

 K/367.3/ﾎﾞｼ/12 

第２８回母子像建立記念研修会∥編集 第２８回母子像建立記念研修会 

ＣＡＰ岩手  盛岡 展示 ○

１０周年記念号 K/367.6/ｷﾔ 

〔ＣＡＰ岩手∥編〕 〔ＣＡＰ岩手〕 

わたしの主張岩手県大会発表文集 ／ 第１０回（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/367.6/ﾜﾀ/10 

岩手県青少年育成県民会議∥編集 わたしの主張岩手県大会実行委員会 

岩手県犯罪統計書 ／ 平成１９年 盛岡 展示 ○

 KR/368/ｲ 1/2-2007 

岩手県警察本部刑事部刑事企画課∥編集 岩手県警察本部刑事部刑事企画課 

社会福祉法人盛岡いのちの電話事業要覧 ／ 〔２００７〕 盛岡 展示  

２００７年度（平成１９年）事業報告 K/368.3/ﾓ 1/2007 

〔盛岡いのちの電話∥編〕 盛岡いのちの電話 

岩手県の生活保護 ／ 平成１９年版 盛岡 展示  

 KR/369/ｲ 1-4/10-2007 

 岩手県保健福祉部地域福祉課 

岩手県の生活保護 ／ 平成２０年版 盛岡 展示  

 KR/369/ｲ 1-4/10-2008 

 岩手県保健福祉部地域福祉課 

岩手県社会福祉事業団の概要 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/369/ｲ 34/2-2008 

〔岩手県社会福祉事業団∥編〕 岩手県社会福祉事業団 

花泉町福祉作文 ／ 平成２０年度 一関 展示  

ひろげようふれあいの輪すすめよう福祉の町づくり K/369/ﾊﾅ/2008 

 一関市社会福祉協議会花泉支部 

盛岡市の福祉 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/369/ﾓ 1/3-2008 

 盛岡市 

盛岡市社会福祉事業団概要 ／ ２００８ 盛岡 展示  

 KR/369/ﾓ 7/1-2008 

〔盛岡市社会福祉事業団∥編〕 盛岡市社会福祉事業団 

社 会 

統 計・要 覧 
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事業年報 ／ ２７（２００７～２００８） 北上 展示  

ともに歩むホームを K/369/ﾘ 2/2-27 

〔立正会∥編〕 立正会 

道標（みちしるべ） ／ ２７（２００８） 北上 展示  

 K/369/ﾘ 2/2-27 

 立正会 

地域で暮らす  一関 展示  

安心なくらしを探る K/369.04/ﾁｲ 

一関市社会福祉協議会∥編集 一関市社会福祉協議会 

岩手県立大学社会福祉学部紀要 ／ 第１１巻１号 滝沢村 展示  

 K/369.05/ｲﾜ/11-1 

岩手県立大学社会福祉学部研究推進委員会∥編集 岩手県立大学社会福祉学部 

岩手県立大学社会福祉学部紀要 ／ 第１１巻２号 滝沢村 展示  

 K/369.05/ｲﾜ/11-2 

岩手県立大学社会福祉学部紀要編集委員会∥編集 岩手県立大学社会福祉学部 

ふくし仁王  盛岡 展示 ○

創立３０周年記念誌 K/369.06/ﾆｵ 

創立３０周年記念誌編集委員会∥編集 仁王地区福祉推進協議会 

岩手県保健福祉計画  盛岡 展示  

保健医療編 K/369.11/ｲﾜ 

 岩手県 

沿革誌  二戸 展示  

金田一地区民生児童委員協議会 K/369.17/ｷﾝ 

〔金田一地区民生児童委員協議会∥編〕 〔金田一地区民生児童委員協議会〕 

いわてシニアガイド ／ ２００９ 盛岡 展示 ○

シニア世代のためのライフマガジン K/369.26/ｲﾜ/2009 

 ＡＳＡ岩手県朝日会 

胆沢やまゆり会設立２０周年・やまゆり荘開設２０周年記念誌  奥州 展示  

 K/369.263/ｲｻ 

〔胆沢やまゆり会∥編〕 〔胆沢やまゆり会〕 

工房てんとう虫アートコレクション  一関 展示 ○

 K/369.27/ｺｳ 

 〔工房てんとう虫〕 

荒れ狂う海・津波の記憶  大船渡 展示 ○

 K/369.31/ｱﾚ 

大船渡市立博物館∥編集 大船渡市立博物館 

岩手・宮城内陸地震レポート地域と共に歩む建設業  一関 展示 ○

岩手県建設業協会一関支部・地震災害報告 K/369.31/ｲﾜ 

 岩手県建設業協会一関支部 

危機管理時の栄養・食生活対応ガイドライン  奥州 展示 ○

岩手・宮城内陸地震の教訓を活かして、今、構築しなければならない栄養改善課題とは K/369.31/ｷｷ 

 岩手県県南広域振興局 

つめあと  奥州 展示 ○

写真でみる岩手県奥州市衣川区北股地域の災害記録 K/369.31/ﾂﾒ 

 北股を語る会 

伝えよう！カスリン・アイオン台風６０年忘れまい！先人達の努力と勇気  一関 展示  

カスリン・アイオン台風６０年事業報告書 K/369.33/ﾂﾀ 

カスリン・アイオン台風６０年事業実行委員会∥企画 カスリン・アイオン台風６０年事業実行委員会 

盛岡市洪水ハザードマップ ／ 中部  南部 盛岡 展示 ○

洪水避難地図 K/369.33/ﾓﾘ 

 〔盛岡市総務部消防防災課〕 

社 会 



24 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

盛岡市洪水ハザードマップ ／ 北部（玉山区） 盛岡 展示 ○

洪水避難地図 K/369.33/ﾓﾘ 

 〔盛岡市総務部消防防災課〕 

どの子もすこやかに  盛岡 展示 ○

一小児科医の心の軌跡 K/369.4/ｲｼ 

石川  敬治郎∥著 『どの子もすこやかに』刊行委員会 

事業概要 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/369.49/ｲﾜ/2008 

〔岩手県立療育センター∥編〕 岩手県立療育センター 

学校基本調査結果速報 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/370/ｲ 1-2/1-2008 

 岩手県総合政策部 

学校基本調査報告書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 KR/370/ｲ 1-2/2-2008 

 岩手県 

要覧 ／ 平成２０年度 花巻 展示  

 K/370/ｲ 9/4-2008 

〔岩手県立総合教育センター∥編〕 岩手県立総合教育センター 

要覧 ／ 平成２１年度 花巻 展示  

 K/370/ｲ 9/4-2009 

〔岩手県立総合教育センター∥編〕 岩手県立総合教育センター 

教育研究岩手 ／ 第９６号 花巻 展示 ○

特集これからの岩手の教育を目指して K/370/ｲ 9/5-96 

 岩手県立総合教育センター 

いちのせきの教育 ／ ２００８ 一関 展示  

 K/370/ｲ 13/1-2008 

 一関市教育委員会 

岩手県小・中学校長研究大会岩手大会研究集録 ／ 第５１回（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/370/ｲ 15/51 

 岩手県小学校長会 

足跡 ／ 第２２号 盛岡 展示  

平成２０年度退職教頭記念誌 K/370/ｲ 33/1-22 

岩手県教頭会特別委員会∥編集 岩手県教頭会 

学校教育調査Ｃ〈生活〉報告書 ／ 平成１９年度 花巻 展示  

岩手県の学校教育における実態調査 K/370/ｲﾜ/2007 

 岩手県立総合教育センター 

大船渡の教育 ／ Ｎｏ．４４（平成２０年度版） 大船渡 展示  

 KR/370/ｵ 3/1-2008 

大船渡市教育委員会∥編集 大船渡市教育委員会 

宮古の教育 ／ 平成２０年度 宮古 展示  

 K/370/ﾐ 2/1-2008 

 宮古市教育委員会 

盛岡の教育 ／ ２００８ 盛岡 展示  

要覧 KR/370/ﾓ 2/2-2008 

 盛岡市教育委員会 

教職の碑  盛岡 展示  

 K/370.4/ﾀｶ 

高橋  和宏∥著 博光出版（印刷） 

教 育 

社 会 
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校長室の窓から ／ 続 盛岡 展示 ○

父母と若い教師へのメッセージ K/370.4/ﾉｸﾞ/2 

野口  晃男∥編 〔野口晃男〕 

教育研究 ／ １６３（平成１９年度） 花巻 展示  

 K/370.5/ｲ 3/1-163 

 岩手県立総合教育センター 

一関工業高等専門学校研究紀要 ／ 第４３号 一関 展示  

 K/370.5/ｲ 7/1-43 

一関工業高等専門学校∥編集 一関工業高等専門学校 

研究集録 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/370.5/ｲ 16/1-2008 

岩手県教頭会研修部∥編集 岩手県教頭会 

研究紀要 ／ 平成２０年度 陸前高田 展示  

 K/370.5/ﾀ 2/2-2008 

 岩手県立高田高等学校 

研究集録 ／ 第３７集（平成２０年度） 花巻 展示  

研究主題未来を切り拓く心豊かでたくましい日本人を育てる岩手の教育 K/370.5/ﾊ 2/1-37 

 花巻市校長会 

北台 ／ 第１２号（平成２０年度） 二戸 展示  

福高紀要 K/370.5/ﾌｸ/12 

〔岩手県立福岡高等学校∥編〕 岩手県立福岡高等学校 

研究紀要 ／ ５２５号（平成２０年度） 盛岡 展示  

児童生徒の生活や意識の実態把握に関する調査研究 K/370.5/ﾓ 1/1-525 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５２６号（平成２０年度） 盛岡 展示  

望ましい学級集団や学習集団づくりに関する研究 K/370.5/ﾓ 1/1-526 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５２７号（平成２０年度） 盛岡 展示  

国語科における知識や技能を活用する力を身に付けさせる学習指導法の研究 K/370.5/ﾓ 1/1-527 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５２８号（平成２０年度） 盛岡 展示  

算数・数学科における知識や技能を活用する力を身に付けさせる学習指導法の研究 K/370.5/ﾓ 1/1-528 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５２９号（平成２０年度） 盛岡 展示  

英語科における知識や技能を活用する力を身に付けさせる学習指導法の研究 K/370.5/ﾓ 1/1-529 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５３０号（平成２０年度） 盛岡 展示  

望ましい学級集団や学習集団づくりに関する研究 K/370.5/ﾓ 1/1-530 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５３１号（平成２０年度） 盛岡 展示  

子どもの育ちにつながる指導の在り方に関する研究 K/370.5/ﾓ 1/1-531 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５３２号（平成２０年度） 盛岡 展示  

小規模、複式学級における基礎・基本の定着を図る指導の在り方 K/370.5/ﾓ 1/1-532 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５３３号（平成２０年度） 盛岡 展示  

学校教育相談に関する研究 K/370.5/ﾓ 1/1-533 

 盛岡市教育研究所 

研究紀要 ／ ５３４号（平成２０年度） 盛岡 展示  

家庭学習の習慣化づくりに関する研究 K/370.5/ﾓ 1/1-534 

 盛岡市教育研究所 

教 育 
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自彊 ／ 第２２号 盛岡 展示  

盛岡一高研究紀要 K/370.5/ﾓ 6/1-22 

 岩手県立盛岡第一高等学校 

輝く笑顔  未来へつなげ！ ／ 平成１９年度 洋野町 展示 ○

地域との連携を深めて K/371.31/ｶｶﾞ/2007 

 洋野町立種市小学校 

学習に関する調査 ／ 平成２０年度 一関 展示  

 K/371.41/ｶﾞｸ/2008 

 一関市教育研究所 

平成１９・２０年度人間としての在り方生き方を考える教育実践研究事業  西和賀町 展示  

よりよい生き方を探求し行動できる生徒を育成する道徳教育の在り方 K/371.6/ﾍｲ 

 岩手県立西和賀高等学校 

岩手県教育史資料 ／ 第６７集 花巻 展示  

昭和十一年 K/372/ｲ 2/1-67 

 岩手県立総合教育センター 

奥州の教育 ／ 平成２０年度 奥州 展示  

 K/372.122/ｵｳ/2008 

奥州市教育委員会∥編集 奥州市教育委員会 

いわいずみの教育 ／ 平成２０年度 岩泉町 展示  

 K/373/ｲ 14/1-2008 

 岩泉町教育委員会 

教育振興運動実践の記録 ／ 第３１集（平成２０年度） 奥州 展示  

 K/373.1/ｴ 1/1-31 

江刺区教育振興会連合会∥編集 江刺区教育振興会連合会 

奥州市教育振興基本計画  奥州 展示  

新しい奥州を担う人づくり K/373.1/ｵｳ 

 奥州市教育委員会 

学校保健統計調査結果〈速報〉 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 KR/374/ｲ 2/1-2008 

 岩手県総合政策部 

教員研修の手引 ／ 平成２１年度 花巻 展示  

 K/374.3/ｷﾖ/2009 

岩手県立総合教育センター∥編集 岩手県立総合教育センター 

竹頭木屑 ／ 第５集 一関 展示  

 K/374.3/ﾁｸ/5 

 退職校長会一関東地区会 

下北 ／ 第１２号 岩泉町 展示  

ここにも学校があった田野畑地区の巻 K/374.37/ｼﾓ/12 

 岩手県退教互下北地区 

岩手県中学校総合文化祭 ／ 第７回 盛岡 展示 ○

きらめく瞳、さわやかな笑顔 K/374.47/ｲﾜ/7 

 岩手県中学校文化連盟 

岩手県中学校総合文化祭 ／ 第７回 盛岡 展示  

展示部門作品一覧きらめく瞳、さわやかな笑顔 K/374.47/ｲﾜ/7 

 岩手県中学校文化連盟 

工業教育 ／ 第４１号 盛岡 展示  

 K/375/ｲ 13/1-41 

 岩手県高等学校教育研究会工業部会 

いわて中文連紀要 ／ 第７号（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/375/ｲﾜ/7 

 岩手県中学校文化連盟 

教 育 
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世界はともだち  盛岡 展示 ○

いわて国際理解ハンドブック K/375/ｾｶ 

 岩手県国際交流協会 

教育実践いちのせき ／ 第３号 一関 展示  

 K/375.05/ｷﾖ/3 

 一関市教育研究所 

米寿に願う算数教育考  一関 展示  

数教協に学ぶ K/375.41/ﾁﾊﾞ 

千葉  四二男∥著 〔千葉四二男〕 

岩手の私立学校小学校・中学校・高等学校・特別支援学校要覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/376/ｲ 8/1-2008 

 岩手県私学協会 

幼稚園教育研究大会 ／ 第４０回 出版地不明 展示  

平成２０年度岩手県国公立幼稚園協議会設立４０周年記念大会主題共に生きる力をはぐくむ保育の創造 K/376.1/ｲﾜ/40 

岩手県国公立幼稚園協議会研究部会∥編集 岩手県国公立幼稚園協議会 

雪割草 ／ ２１号 盛岡 展示  

研究集録 K/376.1/ﾕｷ/21 

盛岡幼児研究会広報部∥編集 盛岡幼児研究会 

岩手県国公立幼稚園協議会設立４０周年記念誌  盛岡 展示 ○

 K/376.12122/ｲﾜ 

岩手県国公立幼稚園協議会設立４０周年記念誌作成部∥編集 岩手県国公立幼稚園協議会 

こまくさの花のように  盛岡 展示  

創立４０周年・閉園記念誌 K/376.128/ｲﾜ 

こまくさ幼稚園創立４０周年・閉園記念事業実行委員会∥編集 岩手県立こまくさ幼稚園 

岩手県中学校長会誌 ／ 第２０号 盛岡 展示  

 K/376.3/ｲ 2/5-20 

〔岩手県中学校長会∥編〕 岩手県中学校長会 

岩手県私学教育研修会研究集録 ／ 第３３回（平成１９年度） 盛岡 展示  

東北地区 K/376.4/ｲ 9/1-2007 

 岩手県私学協会 

岩手県私学教育研修会研究集録 ／ 第３４回（平成２０年度） 盛岡 展示  

東北地区 K/376.4/ｲ 9/1-2008 

 〔岩手県私学協会〕 

岩手県進学模試問題集 ／ 第３７回（平成２０年度） 花巻 展示 ○

 K/376.4/ｲ 15/1-2008 

岩手県進学模試事務局∥編集 岩手県進学模試実施委員会 

いわて高文連紀要 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/376.4/ｲ 22/33-2008 

岩手県高等学校文化連盟∥編集 岩手県高等学校文化連盟 

白楊 ／ 第２３号（平成２０年度） 盛岡 展示  

活動報告集 K/376.4/ﾓ 6/1-23 

〔岩手県立盛岡第四高等学校∥編〕 岩手県立盛岡第四高等学校 

陣場 ／ 第４６号 二戸 展示  

岩手県立福岡高等学校生徒会誌 K/376.42/ﾌ 1/4-46 

「陣場」編集委員会∥編集 岩手県立福岡高等学校生徒会 

志高 ／ ４５（２００９） 盛岡 展示  

 K/376.42/ﾓ 10/3-45 

志高編集委員会∥編集 盛岡第四高等学校生徒会 

中高一貫教育のはじまり  軽米町 展示 ○

岩手県立軽米高等学校創立六十周年記念誌 K/376.48/ｲﾜ 

〔岩手県立軽米高等学校∥編〕 岩手県立軽米高等学校 

教 育 
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迫高六十周年記念十年小史  花巻 展示  

 K/376.48/ｲﾜ 

岩手県立大迫高等学校創立６０周年記念事業実行委員会∥編集 岩手県立大迫高等学校 

風雪六十年史  久慈 展示  

岩手県立久慈高等学校山形校創立６０周年記念誌 K/376.48/ｲﾜ 

岩手県立久慈高等学校山形校創立６０周年記念誌委員会∥編集 岩手県立久慈高等学校山形校創立６０周年記念事業協賛会 

北燈  田野畑村 展示  

創立６０周年記念誌 K/376.48/ｲﾜ 
岩手県立岩泉高等学校田野畑校創立６０周年記念事業推進委

員会∥編集 
岩手県立岩泉高等学校田野畑校 

未来への鼓動  奥州 展示 ○

岩手県立岩谷堂農林高等学校記念誌－終章 K/376.48/ｲﾜ 

統合記念事業実行委員会∥編集 岩手県立岩谷堂農林高等学校 

メッセージ  遠野 展示 ○

岩手県立遠野緑峰高等学校創立６０周年記念誌 K/376.48/ｲﾜ 

〔岩手県立遠野緑峰高等学校∥編〕 岩手県立遠野緑峰高等学校創立６０周年記念事業実行委員会 

氷上 ／ 第５４号 陸前高田 展示  

岩手県立高田高等学校生徒会誌 K/376.48/ｲﾜ/54 

生徒会誌氷上編集委員会∥編集 岩手県立高田高等学校生徒会 

かけはし ／ ｖｏｌ．９ 盛岡 展示  

平成１９年度交流記録集 K/376.48/ｶｹ/9 

岩手県立盛岡第四高等学校∥編集 岩手県立盛岡第四高等学校 

かけはし ／ ｖｏｌ．１０ 盛岡 展示  

平成２０年度交流記録集 K/376.48/ｶｹ/10 

岩手県立盛岡第四高等学校∥編集 岩手県立盛岡第四高等学校 

博士学位論文 ／ 第１６号 盛岡 展示  

内容の要旨及び審査結果の要旨 K/377/ｲ 1/1-16 

岩手大学総務企画部総務広報課∥編集 岩手大学 

地域貢献研究会年報 ／ ２００７ 滝沢村 展示  

 K/377/ﾁｲ/2007 

岩手県立大学地域貢献研究会∥著 岩手県立大学地域貢献研究会 

岩手大学教育学部研究年報 ／ 第６８巻（２００８） 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-1/1-68 

 岩手大学教育学部 

アルテス  リベラレス ／ 第８２号 盛岡 展示  

岩手大学人文社会科学部紀要 K/377.05/ｲ 1-3/1-82 

岩手大学人文社会科学部紀要編集委員会∥編集 岩手大学人文社会科学部 

アルテス  リベラレス ／ 第８３号 盛岡 展示  

岩手大学人文社会科学部紀要 K/377.05/ｲ 1-3/1-83 

岩手大学人文社会科学部紀要編集委員会∥編集 岩手大学人文社会科学部 

岩手大学農学部演習林報告 ／ 第４０号 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-4/1-40 

 岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター 

岩手大学保健管理センター紀要 ／ 第３４号 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-5/1-34 

 岩手大学保健管理センター 

岩手大学保健管理センター紀要 ／ 第３５号 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-5/1-35 

 岩手大学保健管理センター 

岩手大学大学院人文社会科学研究科研究紀要 ／ 第１７号 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-8/1-17 

岩手大学大学院人文社会科学研究科研究紀要編集委員会∥編集 岩手大学大学院人文社会科学研究科 

教 育 
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岩大語文 ／ 第１３号（２００８） 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲ 1-9/1-13 

『岩大語文』編集委員会∥編集 岩手大学語文学会 

岩手医科大学共通教育研究年報 ／ 第４３号（２００８） 矢巾町 展示  

 K/377.05/ｲ 2/1-43 

岩手医科大学共通教育センター∥編集 岩手医科大学共通教育センター 

岩手看護短期大学紀要 ／ 第８号（２００８年） 滝沢村 展示  

 K/377.05/ｲ 4/2-8 

岩手看護短期大学紀要編集委員会∥編集 岩手看護短期大学紀要編集委員会 

岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター年報 ／ 第６号（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲﾜ/6 
〔岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究セ

ンター∥編〕 

岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究セ

ンター 

岩手大学情報処理センター報告 ／ 第８号 盛岡 展示  

Σ  ｓｉｇｍａ K/377.05/ｲﾜ/8 

 岩手大学情報処理センター 

岩手大学農学部年報 ／ Ｖｏｌ．１３（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/377.05/ｲﾜ/13 

 岩手大学農学部 

岩手県立大学宮古短期大学部研究紀要 ／ 第１９巻第１号 宮古 展示  

 K/377.05/ｲﾜ/19-1 

岩手県立大学宮古短期大学部研究・地域連携委員会∥編集 岩手県立大学宮古短期大学部 

岩手県立大学宮古短期大学部研究紀要 ／ 第１９巻第２号 宮古 展示  

 K/377.05/ｲﾜ/19-2 

岩手県立大学宮古短期大学部研究・地域連携委員会∥編集 岩手県立大学宮古短期大学部 

富士大学紀要 ／ 第４１巻第１号 花巻 展示  

 K/377.05/ｵ 1/1-74 

富士大学学術研究会∥編集 富士大学学術研究会 

富士大学紀要 ／ 第４１巻第２号 花巻 展示  

 K/377.05/ｵ 1/1-75 

富士大学学術研究会∥編集 富士大学学術研究会 

修紅短期大学紀要 ／ 第２９号 一関 展示  

 K/377.05/ｼ 1/17-29 

 修紅短期大学 

盛岡大学紀要 ／ 第２６号 滝沢村 展示  

 K/377.05/ﾓ 4/1-26 

盛岡大学紀要編集委員会∥編集 盛岡大学 

児童教育学会研究集録 ／ 第２０号 滝沢村 展示  

 K/377.05/ﾓ 4/3-20 

盛岡大学文学部児童教育学科∥編集 盛岡大学文学部児童教育学科 

ＯＵＴＬＩＮＥ  ｏｆ  Ｉｗａｔｅ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ／ ２００８ 盛岡 展示  

岩手の“大地”と“ひと”と共に岩手大学 K/377.1/ｲﾜ/2008 

岩手大学総務企画部総務広報課∥編集 〔岩手大学総務企画部総務広報課〕 

ＤＡＴＡ  ｏｆ  Ｉｗａｔｅ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ／ ２００８ 盛岡 展示  

岩手の“大地”と“ひと”と共に岩手大学 K/377.1/ｲﾜ/2008 

岩手大学総務企画部総務広報課∥編集 〔岩手大学総務企画部総務広報課〕 

盛岡大学英語英米文学会会報 ／ 第２０号 滝沢村 展示  

 K/377.1/ﾓ 1/4-20 

盛岡大学英語英米文学会∥編集 盛岡大学英語英米文学会 

岩手医科大学八十年史  盛岡 展示 ○

思源 K/377.28/ｲﾜ 

岩手医科大学八十年史編纂委員会∥編纂 岩手医科大学 

教 育 
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岩手県立大学看護学部看護学研究科１０周年記念誌  滝沢村 展示 ○

 K/377.28/ｲﾜ 

〔岩手県立大学看護学部看護学研究科∥編〕 岩手県立大学看護学部・看護学研究科 

岩手大学数理基礎科学系の研究と教育  盛岡 展示  

 K/377.28/ｲﾜ 

〔岩手大学∥編〕 岩手大学 

岩手大学技術部報告 ／ 第２巻（２００９） 盛岡 展示  

 K/377.28/ｲﾜ/2 

岩手大学技術部∥編集 岩手大学技術部 

岩手大学工学部・工学研究科教育研究活動状況一覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/377.28/ｲﾜ/2008 

〔岩手大学工学部∥編〕 〔岩手大学工学部〕 

自由活動旬間報告 ／ ２００７ 滝沢村 展示  

 K/377.3/ｼﾞﾕ/2007 

 岩手看護短期大学 

岩手大学国際交流センター報告 ／ 第４号 盛岡 展示  

 K/377.6/ｲﾜ/4 

岩手大学国際交流センター∥編集 岩手大学国際交流センター 

本科卒業研究研究科テーマ研究抄録 ／ 平成１９年度 金ヶ崎町 展示  

 K/377.7/ｲﾜ/2007 

 岩手県立農業大学校 

本科卒業研究研究科テーマ研究抄録 ／ 平成２０年度 金ヶ崎町 展示  

 K/377.7/ｲﾜ/2008 

 岩手県立農業大学校 

インターンシップ支援事業実施概要 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/377.9/ｲﾝ/2008 

 岩手県経営者協会 

学校要覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/378/ｱ 1/2-2008 

〔岩手県立青山養護学校∥編〕 岩手県立青山養護学校 

研究集録 ／ 第３６巻（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/378/ｲ 4/1-36 

 岩手県高等学校教育研究会特別支援教育部会 

学校要覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/378/ﾓ 1/2-2008 

〔岩手県立盛岡聾学校∥編〕 岩手県立盛岡聾学校 

研究集録 ／ 第２７集（平成２０年度） 滝沢村 展示  

児童生徒一人一人が主体的に活動できる授業づくり K/378.4/ｲﾜ/2008 

 岩手県立みたけ養護学校 

学校要覧 ／ 平成２０年度 釜石 展示  

 K/378.4/ｶﾏ/2008 

〔岩手県立釜石養護学校∥編〕 岩手県立釜石養護学校 

学校要覧 ／ 平成２０年度 大船渡 展示  

 K/378.4/ｹｾ/2008 

〔岩手県立気仙養護学校∥編〕 岩手県立気仙養護学校 

たのしいなかま ／ 平成２０年度 花巻 展示  

ルンビニー学園閉園記念号 K/378.6/ﾀﾉ/2008 

 ルンビニー学園 

花童・風童 ／ 第５号 花巻 展示  

はなまき軽度発達障害児の教育と生活を支援する会・年報地域格差を地域らしさに。 K/378.6/ﾊﾅ/5 

はなまき軽度発達障害児の教育と生活を支援する会∥編集 はなまき軽度発達障害児の教育と生活を支援する会 

教 育 
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要覧 ／ 平成２０年度 金ヶ崎町 展示  

 K/379/ｲ 17/1-2008 

〔岩手県立県南青少年の家∥編〕 岩手県立県南青少年の家 

要覧 ／ 平成２１年度 金ヶ崎町 展示  

 K/379/ｲ 17/1-2009 

〔岩手県立県南青少年の家∥編〕 岩手県立県南青少年の家 

軽米町生涯学習カレンダー ／ 平成２０年度 軽米町 展示  

 K/379/ｶﾙ/2008 

軽米町教育委員会事務局生涯学習グループ∥編集 軽米町生涯学習推進本部 

軽米町生涯学習カレンダー ／ 平成２１年度 軽米町 展示  

 K/379/ｶﾙ/2009 

軽米町教育委員会事務局生涯学習グループ∥編集 軽米町生涯学習推進本部 

いわての生涯学習 ／ ｖｏｌ．１２（２００８） 花巻 展示  

研究報告 K/379.04/ｲﾜ/2008 

 岩手県立生涯学習推進センター 

岩手大学生涯学習論集 ／ 第５号 盛岡 展示  

 K/379.05/ｲﾜ/5 

岩手大学生涯学習論集編集委員会∥編集 岩手大学地域連携推進センター 

岩手県立生涯学習推進センター要覧 ／ 平成２０年度 花巻 展示  

 K/379.1/ｲﾜ/2008 

〔岩手県立生涯学習推進センター∥編〕 岩手県立生涯学習推進センター 

岩手県立生涯学習推進センター要覧 ／ 平成２１年度 花巻 展示  

 K/379.1/ｲﾜ/2009 

〔岩手県立生涯学習推進センター∥編〕 岩手県立生涯学習推進センター 

要覧 ／ 平成２０年度 二戸 展示  

 K/379.3/ｲ 14/1-2008 

〔岩手県立県北青少年の家∥編〕 岩手県立県北青少年の家 

要覧 ／ 平成２１年度 二戸 展示  

 K/379.3/ｲ 14/1-2009 

〔岩手県立県北青少年の家∥編〕 岩手県立県北青少年の家 

風の子学園思い出の文集 ／ 平成１９年度 北上 展示  

 K/379.3/ｶｾﾞ/2007 

 黒沢尻東地区交流センター 

風の子学園思い出の文集 ／ 平成２０年度 北上 展示  

 K/379.3/ｶｾﾞ/2008 

 黒沢尻東地区交流センター 

勤労大衆青年教育文献目録 ／ ２００８年 花巻 展示  

 K/379.3/ｷﾝ/2008 

「勤労大衆青年教育文献目録」編纂委員会∥編集 双青会 

岩手の青少年赤十字 ／ 第３１号（２００８） 盛岡 展示  

 K/379.3/ｾ 3/1-2008 

青少年赤十字岩手県指導者協議会∥編集 日本赤十字社岩手県支部 

岩手県立高田松原野外活動センター要覧 ／ 平成２０年度 陸前高田 展示  

 K/379.3/ﾀｶ/2008 

〔岩手県立高田松原野外活動センター∥編〕 岩手県立高田松原野外活動センター 

岩手県立高田松原野外活動センター要覧 ／ 平成２１年度 陸前高田 展示  

 K/379.3/ﾀｶ/2009 

〔岩手県立高田松原野外活動センター∥編〕 岩手県立高田松原野外活動センター 

マリンランド陸中要覧 ／ 平成２０年度 山田町 展示  

 K/379.3/ﾏﾘ/2008 

〔岩手県立陸中海岸青少年の家∥編〕 岩手県立陸中海岸青少年の家 

社会教育・生涯学習 
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みずの杜学園  奥州 展示  

親子一緒の自然体験活動記録集 K/379.3/ﾐｽﾞ 

エコ・スタディいさわ∥編集 エコ・スタディいさわ 

盛岡市立区界高原少年自然の家要覧 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/379.4/ｸ 1/6-2008 

〔盛岡市立区界高原少年自然の家∥編〕 盛岡市立区界高原少年自然の家 

ふるさと交流学習会記念文集 ／ 第２４回（平成２０年度） 紫波町 展示  

 K/379.4/ｼﾜ/24 

吉里吉里小学校∥原稿 〔紫波町志和公民館〕 

あかし ／ 第５集（平成２０年度） 北上 展示  

北上市岩崎地区交流センター事業 K/379.47/ｱｶ/2008 

岩崎地区高齢者大学・あかし第五集編集部∥企画・編集 〔岩崎地区高齢者大学・あかし第五集編集部〕 

市民公開講座講演集 ／ 第２９回（平成２０年度） 盛岡 展示  

健康講座教養講座 K/379.5/ｺｳ/29 

岩手医科大学公開講座部会∥編集 岩手医科大学 

いわてっ子ばんざい ／ 幼児期編 花巻 展示  

家庭教育子育て支援推進事業 K/379.9/ｲﾜ 

 岩手県立生涯学習推進センター 

一関市厳美町本寺地区の民俗  滝沢村 展示  

平成二十年度基礎調査 K/382.122/ﾏﾂ 

松本  博明∥編著 岩手県立大学盛岡短期大学部松本研究室 

縄文から続く編みの文化  一戸町 展示 ○

平成２０年度御所野縄文博物館企画展図録 K/383.93/ｼﾞﾖ 

 御所野縄文博物館 

お組山車初陣から  盛岡 展示  

 K/386.122/ｵｸ 

 盛岡市消防団第１９分団 

南部の祭り  盛岡 展示 ○

２００９ＣＡＬＥＮＤＡＲ K/386.122/ﾅﾝ 

 旧盛岡藩士桑田 

盛岡山車推進会五十年の歩み  盛岡 展示 ○

 K/386.122/ﾓﾘ 

〔盛岡山車推進会∥編〕 盛岡山車推進会 

川井村の郷土芸能調査報告書  川井村 展示  

 K/386.8122/ｶﾜ 

川井村北上山地民俗資料館∥編集 川井村教育委員会 

おおふなと昔がたり ／ 第１５号 大船渡 展示  

特集先祖をたどる K/388/ｵ 21/1-15 

大船渡市老人クラブ連合会∥編集 〔大船渡市老人クラブ連合会〕 

鬼と昔話 ／ 上 盛岡 展示 ○

 K/388.122/ｷｸ/1 

菊池  悟∥〔著〕 〔菊池悟〕 

鬼と昔話 ／ 下 盛岡 展示 ○

 K/388.122/ｷｸ/2 

菊池  悟∥〔著〕 〔菊池悟〕 

社会教育・生涯学習 

民 俗 
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網張ビジターセンター活動プログラムマニュアル  雫石町 展示  

 K/402.9122/ｱﾐ 

網張ビジターセンター運営協議会∥作成 網張ビジターセンター運営協議会 

岩泉の自然  岩泉町 展示 ○

 K/402.9122/ｲﾜ 

〔岩泉自然調査団∥編〕 岩泉町教育委員会 

早池峰の自然環境  盛岡 展示  

研究調査報告書 K/402.9122/ﾊﾔ 

 東北地域環境計画研究会 

岩手県和算研究会会誌 ／ 第１号（２００８年４月～２００９年３月） 一関 展示 ○

 K/419.1/ｲﾜ/1 

岩手県和算研究会∥編集 岩手県和算研究会 

東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター研究報告 ／ 第３３号（２００８） 大槌町 展示  

 K/452/ﾄ 1/1-33 

東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター∥編集 東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター 

盛岡水物語  盛岡 展示 ○

盛岡水の恵みガイドブック K/452.9/ﾓﾘ 

おもてなしプラザ運営協議会∥編集 文化地層研究会 

きたかみすずめぐり  北上 展示 ○

 K/452.95/ｷﾀ 

北上市立博物館∥企画・編集 〔北上市立博物館〕 

北上の清水（すず）物語  北上 展示 ○

平成２０年度企画展 K/452.95/ｷﾀ 

 北上市立博物館 

日本洞穴学研究所報告 ／ 第２７号（２００９） 岩泉町 展示  

 K/454/ﾆ 1/1-27 

日本洞穴学研究所∥編集 日本洞穴学研究所 

明神穴調査報告書  岩泉町 展示  

岩手県葛巻町 K/454.66/ﾐﾖ 

日本洞穴学研究所∥編集 日本洞穴学研究所 

岩手生物工学研究センター年報 ／ ２００７ 北上 展示  

 K/460/ｲ 5/2-2007 

〔岩手生物工学研究センター∥編〕 岩手生物工学研究センター 

あ、発見！小さないのち  盛岡 展示 ○

松園子ども自然観察園２０周年記念活動誌 K/460.6/ﾏﾂ 

〔松園子ども自然観察園をきれいにする会∥編〕 松園子ども自然観察園をきれいにする会 

春子谷地生物相調査報告書  盛岡 展示  

 K/462.122/ﾊﾙ 

春子谷地生物相調査グループ∥編集 春子谷地生物相調査グループ 

日本のあじさい  一関 展示 ○

 K/479.75/ﾔﾏ 

秋田  宏∥編集  解説 一関観光協会 

岩手の海産貝類  陸前高田 展示 ○

 K/484.038/ﾄﾊﾞ 

戸羽  親雄∥著 〔戸羽親雄〕 

ホタル観察マップ  一関 展示  

清らかな水の流れるふるさとをめざして K/486.6/ﾎﾀ 

北上川サポート協会∥編集 北上川サポート協会 

ホタル棲息調査結果  花巻 展示  

ホタルの棲める環境の推進 K/486.6/ﾎﾀ 

 花巻市亀ケ森地区コミュニティ会議 

自 然 科 学 
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岩手県立大学看護学部紀要 ／ ＶＯＬ．１１（２００９） 滝沢村 展示  

 K/492.905/ｲﾜ/11 

 岩手県立大学看護学部 

いわてなんれん ／ 第９号（平成２０年度版） 盛岡 展示 ○

 K/493.11/ｲﾜ/9 

岩手県難病・疾病団体連絡協議会∥編集 岩手県難病団体連絡協議会 

私達が、糖尿病を治した食事  一関 展示  

読まなくてもいい本 K/493.123/ﾁﾀﾞ 

千田  実∥著 エムジェエム 

脚気相撲  出版地不明 展示  

 K/493.13/ｵｸﾞ 

小栗  正巳∥〔著〕 〔小栗正巳〕 

体験者が語る大腸がんと膀胱がんの克服と予防について  盛岡 展示  

オストメイトってなぁに？ K/493.465/ﾀｲ 

 日本オストミー協会岩手県支部 

メスと心と  奥州 展示  

或る外科医の軌跡 K/494.04/ｻﾜ 

沢田  公任∥著 〔沢田公任〕 

いわてリハビリテーションセンター退院患者等に対する調査報告書  雫石町 展示  

 K/494.78/ｲﾜ 

 いわてリハビリテーションセンター 

研究集録 ／ 平成１９年 滝沢村 展示  

１０回生 K/495.9/ｹﾝ/2007 

 岩手看護短期大学専攻科助産学専攻 

住民と共に五十年  盛岡 展示 ○

創立５０周年記念誌 K/498.06/ｲﾜ 

岩手県地域医療研究会∥編集 岩手県国民健康保険団体連合会 

盛岡地区救急医療体制のあゆみ ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

 K/498.1/ﾓ 2/2-2008 

 盛岡市 

岩手県医療費適正化計画  盛岡 展示  

 K/498.13/ｲﾜ 

 岩手県 

二戸病院年報 ／ 平成１９年度 二戸 展示  

 K/498.16/ﾆﾉ/2007 

二戸病院広報委員会∥編集 岩手県立二戸病院 

保健所概要 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示  

 K/498.16/ﾓﾘ/2008 

〔盛岡市保健所∥編〕 盛岡市保健所 

岩手県立病院等事業会計決算 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/498.163/ｲﾜ/2007 

 〔岩手県〕 

岩手県地域がん登録事業報告書 ／ 平成１７年 盛岡 展示  

平成１７年（２００５）診断例 K/498.5/ｲ 3/6-2005 

岩手県地域がん登録運営委員会∥編集 岩手県医師会 

事業年報２００９ ／ ｖｏｌ．３７（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/498.5/ｲ 4/1-2007 

総合企画課広報係∥編集 岩手県予防医学協会 

岩手県地域脳卒中登録事業報告書 ／ ２００４年 盛岡 展示 ○

 K/498.5/ｲﾜ/2004 

岩手県地域脳卒中登録運営委員会∥編集 岩手県医師会 

医 学 
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金ケ崎町食事バランスガイド  金ヶ崎町 展示  

 K/498.5/ｶﾈ 

 岩手県金ケ崎町 

食事のめやす  一関 展示  

生活習慣病予防・治療のための K/498.583/ﾁﾀﾞ 

千田  実∥著 エムジェエム 

社団法人岩手県薬剤師会創立６０周年記念小史  盛岡 展示 ○

平成１１年（１９９９）～平成２１年（２００９）の１０年 K/499.06/ｲﾜ 

〔岩手県薬剤師会∥編〕 岩手県薬剤師会創立６０周年記念小史編集委員会 

年報 ／ Ｖｏｌ．７（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/501.41/ｲﾜ/2007 

〔岩手大学工学部附属金属材料保全工学研究センター∥編〕 岩手大学工学部附属金属材料保全工学研究センター 

岩手県鉱工業生産指数改定の概要  盛岡 展示  

 K/505.9/ｲﾜ 

 岩手県総合政策部 

工業統計調査速報 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

 K/505.9/ｺｳ/2007 

 岩手県総合政策部 

工業統計調査報告書 ／ 平成１９年 盛岡 展示 ○

指定統計第１０号 K/509.059/ｲﾜ/2007 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県総合政策部調査統計課 

いわての技  盛岡 展示 ○

ものづくり K/509.2122/ｲﾜ 

 岩手県 

岩手建設年鑑 ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

 K/510/ｲ 2/2008 

 日刊岩手建設工業新聞 

六十年の歩み  一関 展示  

創立六十周年記念誌 K/510.6/ｲﾁ 

６０周年記念誌編集委員∥編集 一関建設組合 

建設業財務データファイル ／ ２００９ 盛岡 展示 ○

いわて版 K/510.9/ｹﾝ/2009 

 東京商工リサーチ盛岡支店 

岩手県水防計画 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/517/ｲ 1/1-2008 

 岩手県 

岩手県主要河川重要水防箇所図 ／ 平成２０年度 盛岡 展示 ○

 K/517/ｲ 1/13-2008 

 岩手県 

岩手県港湾統計年報 ／ 平成１９年 盛岡 展示 ○

 K/518/ｲ 1-1/1-2007 

 岩手県県土整備部港湾課 

水質年報 ／ 第８集 盛岡 展示  

平成１９年度検査結果 K/518.12/ﾓﾘ/2007 

盛岡市水道部建設課水質管理センター∥編集 盛岡市水道部建設課水質管理センター 

大規模地震被害実態調査事業報告書  矢巾町 展示 ○

小型合併処理浄化槽機能保証制度 K/518.24/ﾀﾞｲ 

 岩手県浄化槽協会 

医 学 

技 術・工 学・環境 
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水生生物を指標とした岩手県の河川水質マップ ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/519/ｲ 1/3-2007 

 岩手県 

水生生物を指標とした岩手県の河川水質マップ ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/519/ｲ 1/3-2008 

 岩手県 

岩手県の水道概況 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/519.1/ｲ 1-1/1-2007 

 岩手県環境生活部県民くらしの安全課 

盛岡市水道事業概要 ／ 平成２０年度版（平成１９年度実績） 盛岡 展示  

 K/519.3/ﾓ 1/6-2008 

盛岡市水道部総務課∥編集 盛岡市水道部総務課 

清掃事業概要 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/519.3/ﾓﾘ/2008 

盛岡市環境部廃棄物対策課∥編集 盛岡市 

もりおかの環境 ／ 平成２０年度版 盛岡 展示 ○

平成１９年度環境に関する年次報告書 K/519.5/ﾓ 2/7-2008 

盛岡市環境部環境企画課∥編集 盛岡市 

旧南部藩領の消え行く茅葺「曲り家」  盛岡 展示 ○

 K/521.86/ｺﾝ 

今野  幸正∥著 川口印刷工業（印刷） 

岩手県公会堂８０周年記念誌  盛岡 展示 ○

 K/523.122/ｲﾜ 

岩手県公会堂８０周年記念事業実行委員会∥編集 岩手県公会堂８０周年記念事業実行委員会 

いちのせき地方通学路安全安心点検隊調査報告書  一関 展示  

（社）岩手県建築士会地域貢献活動 K/524.89/ｲﾁ 

 岩手県建築士会一関支部 

ステアリング  盛岡 展示 ○

岩手自動車販売株式会社創業８０周年記念誌 K/537.067/ｲﾜ 

〔岩手自動車販売株式会社∥編〕 岩手自動車販売 

和紙文化抄  花巻 展示 ○

 K/585.6/ｷｸ 

菊池  忠七∥編 〔菊池忠七〕 

鬼の水・良薬と毒薬  北上 展示 ○

商標化された鬼たち K/588.5/ｵﾆ 

 北上市立鬼の館 

女わざ ／ ２００８年 奥州 展示 ○

特集号民話に生きる女たち K/590/ﾓ 1/1-24 

森田  珪子∥編集・構成 北土舎 

岩手食べ歩き大百科 ／ ｖｏｌ．２０（２００９年版） 盛岡 展示 ○

 K/596/ｲﾜ/2009 

 東洋アドシステム 

からだ・いきいきおいしいメニュー集  一関 展示  

 K/596/ｶﾗ 

岩手県一関保健所∥編集 岩手県一関保健所 

地産地消料理コンクール作品集 ／ 〔平成２０年度〕 花巻 展示 ○

はじめよう大人も食育 K/596/ﾁｻ/2008 

 花巻農業協同組合 

技 術・工 学・環境 

家 政 
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胆江地方のごっつおとこびる  奥州 展示 ○

地域の食材を生かしたレシピ集 K/596.21/ﾀﾝ 

梅津  末子∥監修 胆江地方食の匠研究会 

いわて多言語子育てハンドブック  盛岡 展示  

 K/599/ｲﾜ 

 岩手県国際交流協会 

いわて特産品コンクール出品カタログ ／ 平成２０年度 盛岡 展示 ○

 K/602.122/ﾄｸ/2008 

 岩手県産業貿易振興協会 

三陸総合研究 ／ 第３３号 宮古 展示  

 K/606/ｻ 2/1-33 

さんりく基金∥編集 さんりく基金 

さんりく基金年報 ／ 平成２０年度版 宮古 展示  

 K/606/ｻﾝ/2008 

さんりく基金∥編集 さんりく基金 

農作物統計 ／ 平成１９年産 盛岡 展示 ○

耕地及び普通作物編 K/610.5/ﾄ 2-1/2-2007 

東北農政局岩手農政事務所統計部∥編集 東北農政局岩手農政事務所統計部 

岩手農林水産統計年報 ／ 第５５次（平成１９年～２０年） 盛岡 展示 ○

 K/610.5/ﾄｳ/2007-2008 

東北農政局岩手農政事務所統計部∥編集 東北農政局岩手農政事務所 

岩手県農林水産業の動き ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

ＡＦＦいわて K/610.5/ﾄｳ/2008 

東北農政局岩手農政事務所統計部∥編集 東北農政局岩手農政事務所統計部 

農業共済新聞 ／ 平成２０年 盛岡 展示  

岩手版縮刷版 K/610.5/ﾉｳ/2008 

 岩手県農業共済組合連合会 

東北農業研究センター年報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/610.7/ﾄ 1/15-2007 

農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター 農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター 

東北農業研究成果情報 ／ Ｎｏ．２２（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/610.7/ﾄ 1/19-22 

企画管理部∥編集 農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター 

東北農業研究センター研究報告 ／ 第１１０号 盛岡 展示  

 K/610.7/ﾄｳ/110 

東北農業研究センター∥編集 東北農業研究センター 

みんなの笑顔  一関 展示  

平成２０年度田んぼの学校体験記録集 K/610.7/ﾐﾝ 

一関地方有機農業推進協議会∥編集 一関地方有機農業推進協議会 

岩手県農業研究センター年報 ／ 平成１９年度 北上 展示  

 K/610.76/ｲﾜ/2007 

〔岩手県農業研究センター∥編〕 〔岩手県農業研究センター〕 

東北農業研究センター農業経営研究 ／ 第２６号 盛岡 展示  

 K/610.76/ﾉｳ/26 

 農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター 

家 政 

農 林 業・園 芸・畜 産 

産 業 
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いわての農業農村整備の概要 ／ ２００８ 盛岡 展示  

いわての大地に創る“水とみどり・そして未来” K/611.1/ｲ 1-2/33-2008 

 岩手県農林水産部農村計画課・農村建設課 

開拓６０年のあゆみ  花巻 展示 ○

 K/611.2412/ｶｲ 

 八重畑開拓６０周年記念事業実行委員会 

観武ケ原開拓の歴史を永遠に  盛岡 展示 ○

組合解散を記念して K/611.24122/ﾐﾀ 

広報委員会∥編集 観武ケ原開拓農業協同組合 

明治三十八年岩手県救荒概要  滝沢村 展示  

 K/611.39/ﾒｲ 

三上  邦彦∥監修 岩手県社会福祉史研究会 

米生産費〈岩手〉 ／ 平成１９年産 盛岡 展示  

農業経営統計調査 K/611.42/ｺﾒ/2007 

 東北農政局岩手農政事務所 

いわて産直探訪 ／ Ｆｉｌｅ．６ 盛岡 展示 ○

道に味あり、四季の彩り、岩手の産直。 K/611.46/ｲﾜ/6 

 永代印刷 

分散型社会と環境対策ドイツ・スイスに学ぶ研修報告書  出版地不明 展示  

 K/612.34/ﾌﾞﾝ 

 分散型社会と環境対策を考えるドイツ・スイス視察団

豊水米寿  北上 展示 ○

迸る水に豊穣のよろこびを知る K/614.2122/ﾎｳ 

和賀中央土地改良区八十八周年記念誌編集委員会∥編集 和賀中央土地改良区 

岩手県農作物病害虫・雑草防除指針 ／ 平成２１年度 盛岡 展示  

 K/615/ｲ 2/5-2009 

 岩手県 

植物防疫事業年報 ／ 平成２０年度 北上 展示  

 K/615/ｲ 4/1-2008 

 岩手県病害虫防除所 

岩手大学農学部附属寒冷バイオフロンティア研究センター年報 ／ Ｖｏｌ．９（２００８） 盛岡 展示  

 K/615.21/ｲﾜ/2008 

〔岩手大学農学部附属寒冷バイオフロンティア研究センター∥編〕 岩手大学農学部附属寒冷バイオフロンティア研究センター 

水稲の作付面積及び９月１５日現在における作柄概況〈岩手〉 ／ 平成２０年産 盛岡 展示  

水稲の作付面積は前年に比べ１，７００ｈａ減少、１０ａ当たり予想収量は５３５ｋｇ（作況

指数１００）の見込み 
K/616.2/ｽｲ/2008 

 東北農政局岩手農政事務所 

水稲の作付面積及び予想収穫量〈岩手県〉 ／ 平成２０年産１０月１５日現在 盛岡 展示  

水稲の作付面積は前年に比べ１，９００ｈａ減少、１０ａ当たり予想収量は５３８ｋｇ（作況

指数１０１）の見込み 
K/616.2/ｽｲ/2008 

 東北農政局岩手農政事務所 

水稲の８月１５日現在における作柄概況〈岩手〉 ／ 平成２０年産 盛岡 展示  

作柄は「平年並み」の見込み K/616.2/ｽｲ/2008 

 東北農政局岩手農政事務所 

北の国の花っこ ／ 第２号 盛岡 展示  

ガーデニングとバラのこと。 K/627.05/ｷﾀ/2 

ファームマリエ∥編集 ファームマリエ 

岩手県林業技術センター業務報告 ／ 平成１９年度 矢巾町 展示  

 K/650.7/ｲ 2/2-2007 

〔岩手県林業技術センター∥編〕 岩手県林業技術センター 

農 林 業・園 芸・畜 産 
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岩手県林業技術センター研究報告 ／ 第１７号 矢巾町 展示  

 K/650.7/ｲ 2/5-17 

 岩手県林業技術センター 

森林総合研究所東北支所年報 ／ ＮＯ．４９（平成１９年度） 盛岡 展示  

 K/650.7/ﾉ 4/2-49 

森林総合研究所東北支所∥編集 森林総合研究所東北支所 

林業普及指導事業実施計画書 ／ 平成２０年度 矢巾町 展示  

 K/651/ﾘﾝ/2008 

 岩手県 

アカマツの青変被害の防止技術  盛岡 展示  

 K/653.6/ｱｶ 

岩手県林業技術センター∥監修 岩手県林業改良普及協会 

更なる飛躍を目指して  盛岡 展示  

ノースジャパン素材流通協同組合５周年記念誌 K/657.06/ﾉｽ 

〔ノースジャパン素材流通協同組合∥編〕 ノースジャパン素材流通協同組合 

菌根菌の世界  盛岡 展示 ○

ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土が育てる自然の森をつくりましょう K/657.82/ｷﾝ 

八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会∥編集 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 

日本うるし掻き技術保存会伝承者養成事業研修報告書 ／ 平成２０年度 二戸 展示  

 K/658.7/ﾆﾎ/2008 

日本うるし掻き技術保存会∥編集 日本うるし掻き技術保存会 

海面漁業・養殖業生産統計〈岩手・概数〉 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

平成１９年の海面漁業・養殖業生産量は、さば類、すけとうだら等が減少したものの、いか類、

さんま等の増加により５％増加 
K/660.59/ｶｲ/2007 

 東北農政局岩手農政事務所 

岩手県栽培漁業協会事業年報 ／ 平成１８年度 大船渡 展示  

 K/663/ｲﾜ/2006 

〔岩手県栽培漁業協会∥編〕 岩手県栽培漁業協会 

商業統計調査報告書 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

指定統計第２３号 K/670/ｲﾜ/2007 

岩手県総合政策部調査統計課∥編集 岩手県総合政策部調査統計課 

岩手県広域消費購買動向調査結果報告書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/671/ｲ 1/45-2008 

岩手県商工労働観光部経営支援課∥編集 岩手県 

おもいやり商い構想検討委員会報告書  藤沢町 展示  

平成２０年度調査研究事業 K/672.122/ｵﾓ 

 藤沢町商工会 

桜山参道人情商店街  盛岡 展示 ○

 K/672.122/ｻｸ 

 高橋司 

楽しい街もりおか肴町  一関 展示 ○

 K/672.122/ﾔｴ 

八重樫 光行∥〔著〕 川嶋印刷（印刷） 

卸売市場の概要 ／ 平成１９年度版 花巻 展示  

 K/675/ﾊ 1/1-2007 

花巻市公設地方卸売市場∥編集 花巻市公設地方卸売市場 

農林業・園芸・畜産 

商 業 

水 産 業 
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飛躍  金ヶ崎町 展示 ○

合併開場１０周年記念誌 K/675.5/ｲﾜ 

合併開場１０周年記念誌委員会∥編集 岩手県南青果市場 

岩手県交通安全実施計画 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

 K/681/ｲ 4/1-2008 

 岩手県交通安全対策会議 

交通統計 ／ 平成１９年 盛岡 展示  

 K/681.3/ｲ 1/1-2007 

 岩手県警察本部 

交通事故のあらまし ／ 平成１９年 盛岡 展示  

 K/681.3/ｲ 1/3-2007 

 岩手県警察本部 

交通事故のあらまし ／ 平成２０年 盛岡 展示  

 K/681.3/ｲ 1/3-2008 

 岩手県警察本部 

国道復活変更ニ付運動日誌  平泉町 展示  

 K/682.122/ｵﾉ 

小野寺  仁左衛門∥〔著〕 〔関宮治良〕 

いわての観光と宿  盛岡 展示 ○

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合創立５０周年記念誌 K/689.8122/ｲﾜ 

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合∥編集 岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合 

ＪＯＱＧ  ＭＯＲＩＯＫＡ ／  盛岡 展示 ○

１９３８－２００８ K/699.21/ﾆﾂ 

開局７０周年記念事業実行委員会∥編集 ＮＨＫ盛岡放送局 

「平泉」伝承の諸仏 ／  平泉町 展示 ○

 K/702.098/ﾋﾗ 

中尊寺∥編集 中尊寺 

岩手県芸術文化活動記録集 ／ ’０７ 盛岡 展示  

 K/706/ｲﾜ/2007 

岩手県芸術文化協会∥編集 岩手県芸術文化協会 

彩虹社美術協会６０周年記念誌  盛岡 展示  

 K/706/ｻｲ 

〔彩虹社美術協会∥編〕 彩虹社美術協会 

岩手芸術祭 ／ 第６０回（２００７） 盛岡 展示 ○

 K/706.8/ｲ 1/1-60 

第６０回岩手芸術祭実行委員会∥編集 第６０回岩手芸術祭実行委員会 

気仙芸術祭文芸祭作品集 ／ 第２３回（平成２０年度） 住田 展示  

 K/706.8/ｹ 1/1-23 

 気仙地区芸術文化協会連絡協議会 

岩手県所蔵美術作品選  盛岡 展示 ○

作品目録 K/708.7/ｲﾜ 

岩手県立美術館∥編集 岩手県立美術館 

エコール・ド・エヌ盛岡展第５０回記念作品集  盛岡 展示  

 K/708.7/ｴｺ 

 エコール・ド・エヌ 

商 業 

芸 術・美 術 

交 通・通 信・観 光 業 
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第１３回ユネスコ運動岩手県大会一関大会記録集  盛岡 展示  

世界遺産登録～新たな出発に向けて～ K/709/ﾀﾞｲ 

岩手県ユネスコ協会連盟∥編集 岩手県ユネスコ協会連盟 

心の記憶を映す拓本  盛岡 展示  

文化財（モノ）とともに暮す K/709.1/ｺｺ 

 岩手県立図書館 

岩手県文化芸術振興指針  盛岡 展示  

豊かさを感じ伝える国“いわて” K/709.122/ｲﾜ 

 岩手県 

岩手県文化芸術振興指針  盛岡 展示 ○

概要版 K/709.122/ｲﾜ 

そのだ  つくし∥まんが 岩手県地域振興部 

いわての魅力にズキューン  盛岡 展示  

 K/709.122/ｲﾜ 

そのだ  つくし∥〔画〕 〔岩手県地域振興部〕 

花巻市文化財調査報告書  花巻 展示  

一般文化財 K/709.122/ﾊﾅ 

 岩手県花巻市教育委員会 

宮古市芸術文化振興計画  宮古 展示  

２００９－２０１４ K/709.122/ﾐﾔ 

宮古市教育委員会∥編集 宮古市教育委員会 

いわての現代美術と出会う、夏。 ／ ｐａｒｔ２（２００８） 岩手町 展示 ○

石神の丘アートウォーク K/710.87/ｲﾜ/2 

岩手町立石神の丘美術館∥制作 岩手町立石神の丘美術館 

円空と瀬織津姫 ／ 上 遠野 展示 ○

北辺の神との対話 K/712.1/ｷｸ/1 

菊池 展明∥著 風琳堂 

円空と瀬織津姫 ／ 下 遠野 展示 ○

白山の神との対話 K/712.1/ｷｸ/2 

菊池 展明∥著 風琳堂 

静謐なる世界へようこそ  一関 展示 ○

所蔵の美術作品から K/720.87/ｾｲ 

一関市博物館∥企画・執筆・編集 一関市博物館 

『日本名山図会』と川村寿庵  盛岡 展示 ○

岩手県立博物館第６０回企画展 K/721.7/ﾆﾎ 

岩手県立博物館∥編集 岩手県立博物館 

海  盛岡 展示 ○

佐々木正一画集 K/723.1/ｻｻ 

佐々木  正一∥〔画〕 佐々木正一 

自分史的画集  陸前高田 展示 ○

 K/723.1/ﾐﾔ 

宮城  秀次∥〔画〕編集 宮城秀次 

百瀬寿の「百色（ももいろ）百点」  岩手町 展示 ○

 K/727.087/ﾓﾓ 

百瀬  寿∥〔作〕 岩手町立石神の丘美術館 

中村誠の世界展  花巻 展示 ○

ＰＯＳＴＥＲＳ K/727.6/ﾅｶ 

中村  誠∥〔作〕 万鉄五郎記念美術館 

ＭＯＲＩＯＫＡ  ＣＡＬＥＮＤＡＲ ／ ２００９ 盛岡 展示 ○

盛岡ゆかりの先人の名言集付 K/727.7/ﾓﾘ/2009 

 〔盛岡市〕 

芸 術・美 術 
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書道展作品集  北上 展示 ○

北上書道協会四十周年記念 K/728.8/ｼﾖ 

 北上書道協会 

ＣＡＬＥＮＤＡＲ ／ ２００９年 盛岡 展示  

 K/730/ｲ 4/1-2009 

 岩手大学教育学部附属特別支援学校 

いわての風景  盛岡 展示 ○

もういちど逢いたい K/748/ｲﾜ 

写真集「もういちど逢いたい  いわての風景」編集実行委員会∥編集 盛岡タイムス社 

四季光彩  盛岡 展示 ○

佐々木正一写真集 K/748/ｻｻ 

佐々木  正一∥〔撮影〕 〔佐々木正一〕 

遡上  盛岡 展示 ○

 K/748/ﾀｹ 

武元  伸次∥〔撮影〕 武元伸次 

岩手山 ／ ２００９ 盛岡 展示 ○

ＣＡＬＥＮＤＡＲ K/748/ﾅｶ/2009 

中山  大太郎∥撮影 〔中山大太郎〕 

人間と印刷の心に残る回顧抄録  花巻 展示  

印刷と共に九十年 K/749.067/ｷｸ 

菊池  忠七∥編 〔菊池忠七〕 

活字に生きる  花巻 展示  

印刷と共に九十年 K/749.4/ｷｸ 

菊池  忠七∥編 〔菊池忠七〕 

岩手県南の伝統的工芸品産地マップ  奥州 展示 ○

 K/750.2122/ｲﾜ 

 岩手県県南広域振興局 

民芸の美  一関 展示 ○

テーマ展４ K/750.87/ﾐﾝ 

一関市博物館∥編集 一関市博物館 

舞草刀研究紀要 ／ 第１８号 一関 展示  

 K/756/ﾓ 2 

 舞草刀研究会 

風の通り道  盛岡 展示 ○

 K/759.087/ﾌｳ 

風屋∥〔作〕 〔風屋〕 

盛岡観世の歩み  盛岡 展示 ○

創立六十周年記念誌 K/773.06/ﾓﾘ 

盛岡観世会六十周年記念誌編集委員会∥企画編集 盛岡観世会 

体力・運動能力調査報告書 ／ 平成２０年度 盛岡 展示  

岩手県公立小・中・高等学校 K/780/ｲ 3/2-2008 

 岩手県教育委員会 

一関市生涯スポーツ振興計画  一関 展示  

地域に根ざした生涯スポーツの振興 K/780.2122/ｲﾁ 

体育課∥編集 一関市教育委員会 

ＮＰＯ法人葛巻町体育協会創立５０周年記念誌  葛巻町 展示  

 K/780.6/ｸｽﾞ 

葛巻町体育協会記念誌発刊部会∥編集 葛巻町体育協会 

芸 術・美 術 

スポーツ・諸芸 
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躍動の証  盛岡 展示 ○

岩手陸上競技協会８０周年記念誌 K/782.06/ｲﾜ 

岩手陸上競技協会∥編集 岩手陸上競技協会 

千厩歩こう会十周年記念誌  一関 展示  

 K/782.06/ｾﾝ 

〔千厩歩こう会∥編〕 〔千厩歩こう会〕 

高校野球グラフ ／ ２００８ 盛岡 展示 ○

第９０回全国高校野球選手権岩手大会 K/783/ｺ 2/2008 

 岩手日報社 

一関学院センバツ「希望枠」出場  一関 展示 ○

第８０回選抜高等学校野球記念大会 K/783.7/ｲﾁ 

一関学院∥編集 一関学院高等学校 

３０年のあゆみ思いでと記録  葛巻町 展示  

 K/783.7/ｸｽﾞ 

葛巻タイガーススポーツ少年団∥編集 葛巻タイガーススポーツ少年団創立３０周年記念実行委員会 

北京オリンピックの軌跡日本女子ホッケー日本代表小沢みさき選手  岩手町 展示 ○

岩手町初のオリンピック選手誕生の記録 K/783.88/ｵｻﾞ 

小沢みさき選手北京オリンピック出場記念事業実行委員会∥編集 小沢みさき選手北京オリンピック出場記念事業実行委員会 

盛岡てがみ館館報 ／ 平成１９年度 盛岡 展示  

 K/816.6/ﾓﾘ/2007 

盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館∥編集 盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館 

おうしゅう ／ 第３号（平成２０年度） 奥州 展示  

文集 K/816.8/ｵｳ/3 

 文集「おうしゅう」編集委員会 

わがっぺが？  一関 展示 ○

岩手県南  東磐井の「原住民語」 K/818.22/ｶﾄ 

加藤  純∥著 加藤純 

種市のことば ／ 解説編 洋野町 展示 ○

附譬と警句 K/818.22/ﾎﾘ 

堀米  繁男∥著 種市歴史民俗の会 

英語のエキス ／ 続 宮古 展示  

それを英語で何と言う K/834/ｴｲ/2 

佐香  武彦∥編集 佐香武彦 

東北文学の世界 ／ 第１７号 滝沢村 展示  

 K/902/ﾓ 1/2-17 

盛岡大学文学部日本文学科∥編集 盛岡大学文学部日本文学科 

日本文学会学生紀要 ／ 第１７号 滝沢村 展示  

 K/906/ﾓ 1/2-17 

盛岡大学日本文学会∥編集 盛岡大学日本文学会 

いさわ・えさしの子 ／ 第３１集 奥州 展示  

詩集 K/909.1/ｲ 3/31 

詩集「いさわ・えさしの子」編集委員会∥編集 詩集「いさわ・えさしの子」編集委員会 

岩泉町青少年詩（うた）よみコンクール ／ 第２２回（平成２０年度） 岩泉町 展示  

入賞入選作品集 K/909.1/ｲ 5/1-2008 

岩泉町立図書館∥編集 岩泉町立図書館 

岩手県人権作品集 ／ 平成２０年度 盛岡 展示 ○

 K/909.5/ﾓ 4/1-2008 

 盛岡地方法務局 

スポーツ・諸芸 

文 芸 一 般 

語 学 
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県民文芸作品集 ／ ３９ 盛岡 展示 ○

 K/910/ｲ 1/1-39 

第６１回岩手芸術祭実行委員会∥編集 第６１回岩手芸術祭実行委員会 

高校生文芸集 ／ ３０集 盛岡 展示 ○

第三十一回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門 K/910/ｲ 6/1-30 

第三十一回岩手県高等学校総合文化祭実行委員会文芸専門部∥編集 第三十一回岩手県高等学校総合文化祭実行委員会 

市民文芸賞 ／ 第３１回（平成２０年度） 久慈 展示  

 K/910/ｸ 2/1-31 

久慈市∥編集 久慈市 

文芸ふじさわ ／ 第２８号 藤沢町 展示  

 K/910/ﾌ 1/1-28 

文芸ふじさわ実行委員会∥編集 藤沢町芸術文化協会 

文芸ふじさわ ／ 第２９号 藤沢町 展示  

 K/910/ﾌ 1/1-29 

文芸ふじさわ実行委員会∥編集 藤沢町芸術文化協会 

日本文学会誌 ／ 第２１号 滝沢村 展示  

 K/910/ﾓ 2/1-21 

盛岡大学日本文学会∥編集 盛岡大学日本文学会 

よしきり ／ 第２８号 北上 展示  

 K/910/ﾖ 4/1-28 

 よしきり会 

文芸いわい ／ 第２２号（２００９） 一関 展示  

 K/910/ﾘ 2/1-22 

両磐地区文芸作品集刊行委員会∥編集 両磐地区芸術文化団体協議会 

鈴木彦次郎関連文献リスト  滝沢村 展示 ○

盛岡大学所蔵 K/910.268/ｽｽﾞ 

小原  俊一∥編集 小原俊一 

野村胡堂あらえびす小伝  紫波町 展示 ○

 K/910.268/ﾉﾑ 

野村胡堂・あらえびす記念館∥編集 野村胡堂・あらえびす記念館 

閑窓 ／ 第２１号（平成２０年度） 遠野 展示  

 K/910.5/ｶﾝ/21 

 遠野地区退職校長会 

天体と詩歌  北上 展示 ○

はるかなる宙へ K/911.08/ﾃﾝ 

日本現代詩歌文学館∥編集 日本現代詩歌文学館 

短歌いわて ／ ２００９ 紫波町 展示 ○

年刊歌集 K/911.1/ｲ 8/1-2009 

岩手県歌人クラブ∥編 岩手県歌人クラブ事務局 

芽吹き ／ １７号 花巻 展示 ○

歌集 K/911.1/ｲ 27/17 

石鳥谷短歌会∥編集 石鳥谷短歌会 

紫波短歌第二十五歌集 ／ 平成２０年度 紫波町 展示  

 K/911.1/ｼ 5/1-2008 

 紫波短歌会 

斎藤良右衛門詠草  北上 展示 ○

古き世の和歌－幕末から明治の初め K/911.152/ｻｲ 

八重樫  和子∥著 〔八重樫和子〕 

文 芸 一 般 

詩・短歌・俳句・川柳 
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手  北上 展示 ○

短歌「手」の会十周年合同歌集 K/911.167/ﾃ 

編集委員会∥編集 短歌「手」の会 

游 ／ ５号 一関 展示 ○

年間短歌集 K/911.167/ﾕｳ/5 

 游の会 

和賀の流れ  北上 展示  

合同歌集 K/911.167/ﾜｶﾞ 

和賀町短歌会∥編集 和賀町短歌会 

野の音  北上 展示 ○

第四歌集 K/911.168/ｲｹ 

池田  眸∥著 池田眸 

秋海棠  陸前高田 展示 ○

遺稿短歌集 K/911.168/ｸﾏ 

熊谷  マサミ∥著 〔熊谷マサミ〕 

たらの芽  一関 展示 ○

六十五歳からの手習い K/911.168/ｻﾄ 

佐藤  克朗∥著 〔佐藤克朗〕 

葉桜  宮古 展示 ○

歌集 K/911.168/ｽｽﾞ 

鈴木  みち子∥著 鈴木みち子 

北上山地  盛岡 展示 ○

自筆  田江岑子歌集 K/911.168/ﾀｴ 

〔田江  岑子∥著〕 杜若庵 

岩手県俳人協会会員作品集 ／ 第３０集（平成２０年度） 盛岡 展示  

 K/911.3/ｲ 5/1-2008 

 岩手県俳人協会事務局 

久慈俳句 ／ 第２３集（’０８） 久慈 展示  

年刊句集 K/911.3/ｸ 10/1-2008 

久慈俳句会∥編集 久慈俳句会 

せせらぎ ／ 第５集 北上 展示 ○

合同俳句集 K/911.3/ﾜ 2/1-5 

合同句集『せせらぎ・第五集』編集委員会∥編集 北上市和賀町俳句会 

春又春選句集  盛岡 展示 ○

 K/911.362/ｻﾄ 

 盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館 

現代俳人の集い入選作品集 ／ 第４回 北上 展示 ○

 K/911.367/ｹﾞﾝ/4 

 日本現代詩歌文学館 

遠野火 ／ 第４集 遠野 展示 ○

遠野俳句会合同句集 K/911.367/ﾄｵ/4 

 〔遠野俳句会〕 

萩 ／ 第６集 一関 展示 ○

合同句集 K/911.367/ﾊｷﾞ/6 

萩の会∥編集 萩の会 

春駒 ／ １０ 花巻 展示  

合同句集 K/911.367/ﾊﾙ/10 

湯口振興センター文芸講座∥編集 花巻市湯口振興センター 

四季 ／ 第１４集 奥州 展示  

合同句集 K/911.367/ﾐｽﾞ/14 

水沢俳句協会合同句集編集委員会∥編集 水沢俳句協会事務局 

詩・短歌・俳句・川柳 



46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

盛岡市小中学生俳句・短歌大会入選作品集 ／ 第３回 盛岡 展示 ○

 K/911.367/ﾓﾘ/3 

 盛岡市教育委員会 

米寿の薔薇  盛岡 展示 ○

及川悌三郎句集 K/911.368/ｵｲ 

及川  悌三郎∥著 青史社 

海楼  宮古 展示 ○

句集 K/911.368/ｺﾞﾄ 

後藤  七朗∥著 〔後藤七朗〕 

その女  奥州 展示 ○

句集 K/911.368/ｻｲ 

斎藤  その∥〔著〕 斎藤重樹 

華甲子  種市 展示 ○

 K/911.368/ｻｶ 

酒井  久男∥編著 〔酒井久男〕 

半仙戯  盛岡 展示 ○

佐藤泰子句集 K/911.368/ｻﾄ 

佐藤  泰子∥著 青史社 

初日  北上 展示 ○

村谷木泉遺句集 K/911.368/ﾑﾗ 

〔村谷木泉∥著〕 村谷桂子 

もりおかの歌  盛岡 展示 ○

歌集 K/911.467/ﾓﾘ 

 盛岡青年会議所 

軽い目眩  滝沢村 展示 ○

 K/911.468/ﾀﾅ 

田中  士郎∥著 〔田中士郎〕 

走馬灯  盛岡 展示 ○

藤村秋裸川柳句集 K/911.468/ﾌｼﾞ 

〔藤村  秋裸∥著〕 藤村秋裸 

Ｈｕｍａｎ  Ｎｏｉｓｅ  盛岡 展示 ○

詩集 K/911.56/ｸﾜ 

桑児  元∥〔著〕 〔桑児元〕 

風の行方  盛岡 展示 ○

詩集 K/911.56/ｺﾏ 

駒井  耀介∥著 小窓書房 

青の時  宮古 展示 ○

詩集 K/911.56/ｺﾝ 

金野  清人∥著 Ｎ豆本工房 

曽祖母（ひっこ）からのメッセージ  北上 展示 ○

 K/911.56/ﾀｶ 

高橋  キミ∥著 春一番の会 

帰帆場  北上 展示 ○

母の詩 K/911.56/ﾜﾀ 

渡辺  満子∥著 鳥海洞 

少年の日  一関 展示 ○

詩集 K/911.56/ﾜﾀ 

渡辺  皓介∥著 渡辺皓介 

光の庭で  盛岡 展示 ○

渡辺宣子詩集 K/911.56/ﾜﾀ 

渡辺  宣子∥著 富士屋印刷所 

詩・短歌・俳句・川柳 
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泉 ／ 第２集 盛岡 展示  

 K/911.568/ｲｽﾞ/2 

 花ももの会 

「おかあさんの詩（うた）」全国コンクール入賞作品詩集 ／ 第１２回 北上 展示 ○

サトウハチロー記念 K/911.568/ｻﾄ/12 
サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール実行

委員会∥編集 

サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール実行

委員会 

水沢鉱山ものがたり  北上 展示 ○

甲谷要作さんの和賀仙人 K/913.6/ｺﾀﾞ 

こだま  ちえ∥絵と文 和賀仙人水沢鉱山を探求する会 

はく車  矢巾町 展示 ○

短編小説集 K/913.6/ﾊﾗ 

原田  武信∥著 ツーワンライフ 

蓮華寺の月  紫波町 展示 ○

九郎義経赤沢逗留記 K/913.6/ﾐｼ 

三島  黎子∥著 紫波町平泉関連史跡連携協議会 

全国高校生童話大賞受賞作品集 ／ 第８回（２００８） 花巻 展示 ○

賢治のまちから不思議の国へのいざないの歌。 K/913.68/ｺｳ/2008 

全国高校生童話大賞実行委員会∥監修 全国高校生童話大賞実行委員会 

私のいいかげんヨーガ ／ ３ 盛岡 展示 ○

 K/914/ｵ 23/1-3 

大槻  由生子∥著 リヴァープレス社 

四季と海と ／ 続 山田町 展示 ○

随筆集 K/914/ﾅ 7/2 

中村  とき∥著 〔中村とき〕 

この子田舎の子  盛岡 展示 ○

エッセイ集 K/914.6/ｱﾍﾞ 

阿部  キヨ∥〔著〕 〔阿部キヨ〕 

生きるのも芸のうち  盛岡 展示 ○

院長のつぶやき K/914.6/ｶﾜ 

川村  繁美∥〔著〕 川村繁美 

自然と共に生きる ／ ２ 山田町 展示 ○

 K/914.6/ｼﾗ/2 

白浜  とも子∥著 〔白浜とも子〕 

亡者の口  奥州 展示 ○

さくらやしき随想集 K/914.6/ﾎﾘ 

堀  みき∥著 〔堀みき〕 

孫たちへの手紙 ／ 第９集 盛岡 展示  

 K/914.68/ﾏｺﾞ/9 

岩手県老人クラブ連合会∥監修 『孫たちへの手紙』刊行委員会 

教師の戦争体験の記録  一関 展示  

不再戦 散る桜残る桜も散る桜 K/916/ｷﾖ 

岩手県一関国民教育研究所∥編 岩手県一関国民教育研究所 

がけっぷちナース  盛岡 展示 ○

がんとともに生きる K/916/ﾔﾏ 

山内  梨香∥〔著〕 川口印刷工業（印刷） 

こはぎ ／ 第３２号 一関 展示 ○

文集 K/917/ｵ 10/1-32 

 大原こはぎの会 

小 説 

随 筆・手 記・作品集など 
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よしきり ／ 第２８号 北上 展示  

 K/917/ﾖ 4/1-28 

 よしきり会 

歩（あゆみ） ／ 第１２集 奥州 展示  

自分史合同文集 K/918.6/ｱﾕ/12 

自分史いさわ「歩」の会∥編集 〔自分史・いさわ・歩の会〕 

芸文せんまや ／ ２００８ 一関 展示  

 K/918.6/ｹﾞｲ/2008 

芸文せんまや刊行委員会∥編集 千厩芸術文化協会 

流泉 ／ １１号 北上 展示 ○

日本現代詩歌文学館協力会 K/918.6/ﾘﾕ/11 

日本現代詩歌文学館北上協力会∥編集 日本現代詩歌文学館協力会 

漢詩  北上 展示  

生涯学習のみちくさ K/919.6/ｵﾊﾞ 

小原  明∥著 〔小原明〕 

ぼくのわたしのおもいで  盛岡 展示 ○

 KE/ｲﾁ 

いちはら  あずみ∥さく 杜陵印刷（印刷） 

うそつき天狗と黄金の羽根  盛岡 展示 ○

 KE/ｳｿ 
２００８年度社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロック

協議会いわてっこ創造委員会∥制作 

２００８年度社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロッ

ク協議会いわてっこ創造委員会 

アサヒと霧の城  久慈 展示 ○

 KE/ｸｼﾞ 

久慈東高等学校美術部∥作・画 久慈青年会議所 

クジデサカナトレダスケ  久慈 展示 ○

 KE/ｸｼﾞ 

久慈東高等学校美術部∥作・画 久慈青年会議所 

こはくのひる  さてつのよる  久慈 展示 ○

 KE/ｸｼﾞ 

久慈東高等学校美術部∥作・画 久慈青年会議所 

しらかばおばけ  久慈 展示 ○

 KE/ｸｼﾞ 

久慈高等学校３年Ａ組∥作・画 久慈青年会議所 

ずっといっしょ  久慈 展示 ○

 KE/ｸｼﾞ 

久慈東高等学校美術部∥作・画 久慈青年会議所 

眠れぬ夜に  盛岡 展示 ○

 KE/ﾈﾑ 
２００８年度社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロック

協議会いわてっこ創造委員会∥制作 

２００８年度社団法人日本青年会議所東北地区岩手ブロッ

ク協議会いわてっこ創造委員会 

ポシェットからこぼれたはなのたね  大槌町 展示 ○

 KE/ﾔﾏ 

やまざき  ようこ∥作 山崎洋子 

ちきゅうをすくえ！！  盛岡 展示 ○

 KP/ｺ 

小林  かおり∥作 岩手県 

随 筆・手 記・作品集など 

絵 本・紙しばい 
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としょかんいわて 岩手県立図書館報 盛岡 展示  

No.164～No.165 岩手県立図書館 KS01/ｲ 2 不定期刊 

なぎさ通信 一関 展示  

No.176～No.182 一関市立大東図書館 KS01/ﾅ 1 隔月刊 

ぺっこ 盛岡 展示  

3～6 岩手県立図書館 KS01/ﾍﾟ 1 不定期刊 

acute 盛岡 展示  

No.408～No.419 東洋アドシステム KS05/ｱ 4 月刊 

ヴィヴィット 盛岡 展示  

vol.41～vol.52 イー・ジェイプランニング KS05/ｳﾞ 1 月刊 

Ｏｈ！Ｓｈｕｎ 奥州 展示  

vol.20～vol.31 梅小花通信社月間Ｏｈ！Ｓｈｕｎ編集室 KS05/ｵ 2 月刊 

月刊ダ・なす 久慈 展示  

No.54～No.65 ダナス・プランニング KS05/ｹﾞ 3 月刊 

ザ・爽やかイルカ 盛岡 展示  

第 259 号～第 262 号 吉田富栄税理士事務所 KS05/ｻ 2 月 2 回刊 

すてっぷ  きっず 盛岡 展示  

Vol.17～Vol.20 総合広告社 KS05/ｽ 2 季刊 

ゼクシィ  青森・秋田・岩手版 盛岡 展示  

通巻 41 号～通巻 52 号（※通巻 50 号 欠号） リクルート KS05/ｾﾞ 1 月刊 

ちょこっと 盛岡 展示  

Vol.1 協同組合みちのく酒商 KS05/ﾁ 4 隔月刊 

てくり 滝沢村 展示  

第 7号～第 8号 まちの編集室 KS05/ﾃ 2 半年刊 

もりおか生活情報紙  Ａｐｐｌｅ 盛岡 展示  

Vol.67～Vol.78 東北堂 KS05/ﾄ 9 月刊 

ＰＩＮ 盛岡 展示  

Vol.1～Vol.4 岩手県地域振興部地域企画室 KS05/ﾊﾟ 1 季刊 

季刊ピース・オブ・マインド 盛岡 展示  

通巻 21 号～通巻 22 号 ピース・オブ・マインド社 KS05/ﾋﾟ 1 季刊 

flamme 盛岡 展示  

第 12 号～第 14 号 盛岡ｶﾞｽ株式会社 KS05/ﾌ 5 季刊 

Ｈｏｔ  Ｐｅｐｐｅｒ盛岡版 盛岡 展示  

2008.9 月号～2009.4 月号 リクルート HotPepper 盛岡編集部 KS05/ﾎ 2 月刊 

MORIOKA in ぽけっと 盛岡 展示  

vol.121～vol.132 盛岡市文化振興事業団 KS05/ﾎﾟ 2 月刊 

街もりおか 盛岡 展示  

通巻 484 号～通巻 495 号 杜の都社 KS05/ﾏ 2 月刊 

ＭＡＩタウンまちねっと 一関 展示  

通刊 266 号～通刊 271 号 まちねっと編集室 KS05/ﾏ 6 隔月刊 

月刊みやこわが町 宮古 展示  

通巻 355 号～通巻 365 号 タウン情報社 KS05/ﾐ 1 月刊 

月刊 rakra 盛岡 展示  

vol.25～vol.34 あえるクリエイティブ KS05/ﾗ 2 隔月刊 

LIVING GUIDE MORIOKA 盛岡 展示  

No.61～No.64 （財）盛岡国際交流協会 KS05/ﾘ 4 不定期刊 

タウン誌・情報誌 

図 書 館 
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岩手県立博物館友の会会報 盛岡 展示  

No.72～No.75 岩手県立博物館 KS06/ｲ 2 季刊 

えみしかわらばん 盛岡 展示  

35 号 えみし学会事務局 KS06/ｴ 1 半年刊 

岩手県北上市立博物館博物館だより 北上 展示  

No.30 北上市立博物館 KS06/ｷ 1 年刊 

北上市立鬼の館だより 北上 展示  

第 28 号～第 29 号 北上市立鬼の館 KS06/ｷ 2 半年刊 

ＩＷＡＴＥ ＫＥＮＭＩＮ ＫＡＩＫＡＮ 催物案内 盛岡 展示  

2008.5～2009.4 岩手県文化振興事業団県民会館 KS06/ｹ 1 月刊 

岩手県立博物館行事案内 盛岡 展示  

2008.9～2009.3 岩手県立博物館 KS06/ｹ 2 季刊 

さくらホールＰｒｅｓｓ 北上 展示  

vol.53～vol.64 北上市文化創造 KS06/ｻ 2 月刊 

岩手県立博物館だより 盛岡 展示  

No.117～No.120 岩手県立博物館 KS06/ﾊ 1 季刊 

盛岡市先人記念館だより 盛岡 展示  

No.41～No.42 盛岡市先人記念館 KS06/ﾓ 1 半年刊 

週刊きたかみ 北上 展示  

1154 号～1205 号 河口新聞店 KS07/ｲ 3 週刊 

フィロソフィア・イワテ 盛岡 展示  

第 40 号 岩手哲学会 KS10/ﾌ 1 年刊 

関山 平泉 展示  

第 15 号 中尊寺 KS18/ｶ 1 年刊 

浄法寺 二戸 展示  

第 16 号 浄法寺町文化懇談会 KS18/ｼﾞ 8 不定期刊 

アテルイ通信 奥州 展示  

第 53 号～第 55 号 アテルイを顕彰する会 KS20/ｱ 1 季刊 

いわて文化財 盛岡 展示  

225 号～230 号 岩手県文化財愛護協会 KS20/ｲ 4 隔月刊 

岩手の古文書 盛岡 展示  

第 23 号 岩手古文書学会 KS20/ｲ 6 年刊 

奥羽史談 盛岡 展示  

第 119･120 号 奥羽史談会 KS20/ｵ 2 不定期刊 

北上史談 北上 展示  

第 48 号 北上史談会 KS20/ｷ 2 半年刊 

東磐史学 一関 展示  

第 33 号 東磐史学会 KS20/ﾄ 2 年刊 

花巻史談 花巻 展示  

第 34 号 花巻史談会 KS20/ﾊ 1 不定期刊 

藤沢史談 藤沢町 展示  

第 1号 藤沢町史談会 KS20/ﾌ 2 年刊 

擬宝珠（ぎぼし） 盛岡 展示  

No.168～No.170 盛岡の歴史を語る会 KS21/ｷﾞ 1 月刊 

古文書研究会報 盛岡 展示  

会報第 351 号～会報第 360 号 岩手古文書研究会 KS21/ｺ 1 月刊 

歴 史・人 物・地 誌 

哲 学・宗 教 

各種団体・ジャーナリズム 



51 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市遺跡の学び館特報 盛岡 展示  

2009 年 3 月 盛岡市遺跡の学び館 KS21/ﾓ 2 年刊 

平泉文化研究年報 盛岡 展示  

第 9号 岩手県教育委員会 KS24/ﾋ 1 年刊 

自力更生 奥州 展示  

創刊号 斎藤實顕彰会 KS28/ｼﾞ 1 半年刊 

須川長之助顕彰会だより 紫波町 展示  

第 13 号 須川長之助顕彰会 KS28/ｽ 1 年刊 

田中館愛橘会会報 二戸 展示  

第 43 号～第 44 号 田中館愛橘会 KS28/ﾀ 1 不定期刊 

太平洋の橋 盛岡 展示  

第 17 号～第 20 号 新渡戸基金 KS28/ﾀ 2 季刊 

宝積 盛岡 展示  

第 3号 原敬を思う会 KS28/ﾎ 1 年刊 

いわて生衛だより 盛岡 展示  

第 83 号～第 84 号 岩手県生活環境部環境保全課 KS31/ｲ 15 半年刊 

いわて町村議会報 盛岡 展示  

NO.605～NO.610 岩手県町村議会議長会 KS31/ｲ 18 月刊 

会報 盛岡 展示  

第 42 号 盛岡地区防火協力会 KS31/ｶ 3 不定期刊 

議会資料 盛岡 展示  

NO.1～NO.11 岩手県議会事務局 KS31/ｷﾞ 1 不定期刊 

不思議の国の北リアス最前線 久慈 展示  

平成 20 年 8月 15 日号 久慈地方振興局企画総務部 KS31/ｸ 1 年 3 回刊 

広報１１９ 一関 展示  

vol.5～vol.6 一関市消防本部 KS31/ｺ 14 半年刊 

広報いわて 盛岡 展示  

平成 20 年 5月号～平成 21 年 4 月号 岩手県警察本部 KS31/ｺ 15 月刊 

こういきれんごう 久慈 展示  

16～17 久慈広域連合総務企画課 KS31/ｺ 16 不定期刊 

いわてグラフ 盛岡 展示  

第 711 号～第 715 号 岩手県企画調整部公聴広報課 KS31/ｺ 3 その他 

こだま 盛岡 展示  

第 95 号 岩手行政評価事務所 KS31/ｺ 7 半年刊 

消防岩手 盛岡 展示  

第 683 号～第 694 号 岩手県消防協会 KS31/ｼ 2 月刊 

情報 盛岡 展示  

2008 年 1 月～2009 年 12 月 岩手県議会事務局 KS31/ｼﾞ 2 月刊 

人権いわて 盛岡 展示  

第 7号～第 8号 岩手県人権擁護委員連合会 KS31/ｼﾞ 4 半年刊 

仙北ひろば 盛岡 展示  

第 29 号 盛岡市仙北地区社会教育福祉推進会 KS31/ｾ 4 年刊 

玉山区地域協議会だより  ひめかみ 盛岡 展示  

No.5～No.8 盛岡市玉山区地域協議会 KS31/ﾋ 1 季刊 

ＭＩＹＡＫＯ地域協議会だより 宮古 展示  

Vol.1 宮古田老新里地域協議会 KS31/ﾐ 1 半年刊 

山の苺 花巻 展示  

No.34～No.36 岩手県日墺協会 KS31/ﾔ 1 不定期刊 

歴 史・人 物・地 誌 

政 治・法 律 
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岩手の少年補導 盛岡 展示  

平成 20 年 4月～平成 21 年 2 月 岩手県警察本部少年課 KS32/ｲ 1 月刊 

岩手弁護士会会報 盛岡 展示  

第 11 号 岩手弁護士会 KS32/ｲ 2 年刊 

岩手経済研究 盛岡 展示  

第 306 号～第 317 号 岩手経済研究所 KS33/ｲ 3 月刊 

岩手の生協 滝沢村 展示  

VOL.15～VOL.18 岩手県生活協同組合連合会 KS33/ｲ 4 半年刊 

ＣＯ-ＯＰｄｉｇｅｓｔ 滝沢村 展示  

No.83～No.88 いわて生活協同組合 KS33/ｺ 2 不定期刊 

最近の景況 盛岡 展示  

平成 20 年 4月 7日～平成 21 年 3月 5日 岩手県総合政策室 KS33/ｻ 2 月刊 

商工会いわて 盛岡 展示  

No.196～No.199 岩手県商工会連合会 KS33/ｼ 6 隔月刊 

いわて経済同友 盛岡 展示  

No.472～No.483 岩手経済同友会 KS33/ﾄﾞ 1 月刊 

ＨＥＬＬＯ コープ 滝沢村 展示  

No.109～No.114 いわて生活協同組合 KS33/ﾊ 1 隔月刊 

保証月報 盛岡 展示  

No.439～No.450 岩手県信用保証協会 KS33/ﾎ 1 月刊 

盛岡市消費者物価指数 盛岡 展示  

平成 20 年 4月分～平成 21 年 3 月分 岩手県総合政策室調査統計課 KS33/ﾓ 3 月刊 

岩手県の人口と世帯 盛岡 展示  

平成 20 年 4月 1日現在～平成 21 年 3月 1 日現在 岩手県総合政策室調査統計課 KS35/ｲ 3 月刊 

統計岩手 盛岡 展示  

NO.417～NO.428 岩手県統計協会 KS35/ﾄ 4 月刊 

毎月勤労統計調査地方調査結果速報 盛岡 展示  

2008 年 4 月分～2009 年 3 月分 岩手県総合政策室 KS35/ﾏ 1 月刊 

互助会報 盛岡 展示  

No.188～No.191 岩手県教職員互助会 KS36.9/ｺﾞ 1 季刊 

退教互会報 盛岡 展示  

No.68～No.69 岩手県退職教職員互助会 KS36.9/ﾀ 1 半年刊 

あんず 岩手町 展示  

No.145～No.156 特別養護老人ホームあんずの里広報委員会 KS36/ｱ 2 月刊 

あのなっす  アイリス花巻広報 花巻 展示  

第 4号～特別号 アイリス花巻 KS36/ｱ 4 不定期刊 

いわて共済だより 盛岡 展示  

vol.137～vol.138 公立学校共済組合岩手支部 KS36/ｲ 1 年 3 回刊 

いわて老連だより 盛岡 展示  

No.125～No.128 岩手県老人クラブ連合会 KS36/ｲ 13 年 3 回刊 

いわて子育てネット 盛岡 展示  

vol.12～vol.13 いわて子育てネット KS36/ｲ 23 季刊 

岩手の保健 盛岡 展示  

通巻第 194 号～通巻第 196 号 岩手県国民健康保険団体連合会 KS36/ｲ 4 年 3 回刊 

いわて福祉だより パートナー 盛岡 展示  

通巻 528 号～通巻 538 号 岩手県社会福祉協議会 岩手県共同募金会 KS36/ｲ 5 月刊 

政 治・法 律 

社 会・労 働・福 祉 

経 済・経 営・統 計 
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カナンの園 盛岡 展示  

95 号～97 号 カナンの園 KS36/ｶ 1 年 3 回刊 

かおりぐさ  ボランティアだより 一関 展示  

第 1号～第 4号 一関市博物館ボランティアの会 KS36/ｶ 5 不定期刊 

Ｗｏｒｋｉｎ Ｆｒｅｅ 岩手版 盛岡 展示  

通巻 157 号～通巻 207 号 広済堂 KS36/ｷ 3 週刊 

敬愛園だより 北上 展示  

NO.325～NO.336 
特別養護老人ホームデイサービスセ

ンター老人介護支援センター敬愛会 
KS36/ｹ 1 月刊 

国保年金課だより 一関 展示  

平成 20 年 7月分～平成 20 年 10 月分 一関市国保年金課 KS36/ｹ 4 年 3 回刊 

ケアプラザいわてだより 盛岡 展示  

刊行なし 岩手県長寿社会振興財団 KS36/ｹ 5 年刊 

国際交流情報  ｊｉｅｎ  ｇｏ 盛岡 展示  

2008 年 4-5 月号～2009 年 2-3 月号 岩手県国際交流協会 KS36/ｺ 5 隔月刊 

国際交流もりおか 盛岡 展示  

No.60～No.62 盛岡国際交流協会 KS36/ｺ 6 不定期刊 

広報 福祉の里 大船渡 展示  

第 34 号～第 35 号 岩手県立福祉の里センター KS36/ｺ 8 半年刊 

情報 国保連 盛岡 展示  

No.1428～No.1451 岩手県国民健康保健団体連合会 KS36/ｼﾞ 1 月 2 回刊 

シルバーウィング 盛岡 展示  

Vol.31～Vol.34 岩手県長寿社会振興財団 KS36/ｼ 15 不定期刊 

秀峰 盛岡 展示  

第 14 号～第 19 号 ＮＰＯセフティライフ支援機構 KS36/ｼ 17 隔月刊 

くらしのひろば 盛岡 展示  

No.357～No.359 
岩手県生活福祉部県民生活課 岩手県

立県民生活センター 
KS36/ｼ 2 月刊 

社会保険いわて 盛岡 展示  

No.716～No.727 岩手県社会保険協会 KS36/ｼ 3 月刊 

すまいる  いわて共済組合・互助会だより 盛岡 展示  

NO.12～NO.17 岩手県市町村職員共済組合・互助会 KS36/ｽ 1 隔月刊 

青少年いわて 盛岡 展示  

平成 20 年度号 岩手県青少年育成県民会議 KS36/ｾ 1 不定期刊 

赤十字いわて 盛岡 展示  

No.31～No.32 日本赤十字社岩手県支部 KS36/ｾ 3 季刊 

タペストリー  岩手県立視聴覚障がい者情報センターだより 盛岡 展示  

No.7 岩手県立視聴覚障がい者情報センター KS36/ﾀ 3 年 3 回刊 

ＤＡＩＴＯ支部社協だより  ゆいっこ 一関 展示  

No.21～No.26 一関市社会福祉協議会大東支部 KS36/ﾀﾞ 3 季刊 

男女共同参画センター便り 盛岡 展示  

No.8～No.10 男女共同参画センター KS36/ﾀﾞ 4 不定期刊 

中山の園だより 一戸町 展示  

No.101～No.102 岩手県立中山の園 KS36/ﾅ 1 不定期刊 

にこっと : 子育てサポートセンター情報誌 盛岡 展示  

夏号～新年号 子育てサポートセンター KS36/ﾆ 1 半年刊 

いわてねんりんクラブ 盛岡 展示  

第 135 号～第 142 号 ねんりん舎 KS36/ﾈ 5 不定期刊 

福祉もりおか 盛岡 展示  

No.139～No.144 盛岡市社会福祉協議会 KS36/ﾌ 4 不定期刊 

社 会・労 働・福 祉 
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暴追いわて 盛岡 展示  

No.48～No.50 財団法人岩手県暴力団追放県民会議 KS36/ﾎﾞ 2 年 3 回刊 

みんなの広場 盛岡 展示  

第 101 号～第 102 号 岩手県社会福祉事業団 KS36/ﾐ 4 不定期刊 

盛岡いのちの電話 盛岡 展示  

第 76 号～第 79 号 盛岡いのちの電話 KS36/ﾓ 1 季刊 

もりおか女性センター ニュースレター 盛岡 展示  

No,12～No,17 もりおか女性センター KS36/ﾓ 2 隔月刊 

岩手県立大学広報誌 ＩＰＵ 滝沢村 展示  

37～39 岩手県立大学 KS37/ｱ 5 不定期刊 

県中いわて 盛岡 展示  

第 201 号～第 205 号 岩手県中学校長会 KS37/ｲ 21 季刊 

岩手県小学校長会報 盛岡 展示  

第 272 号～第 274 号 岩手県小学校長会 KS37/ｲ 24 隔月刊 

岩手フィールドワークモノグラフ 滝沢村 展示  

第 11 号 岩手フィールドワーク研究会 KS37/ｲ 40 年刊 

岩手県立大学社会福祉学会ニューズレターＷｅｌｆａｒｅ２１ 滝沢村 展示  

No.10 岩手県立大学社会福祉学会事務局 KS37/ｲ 41 不定期刊 

いわて高文連会報 盛岡 展示  

No.43～No.44 いわて高文連会報 KS37/ｲ 42 半年刊 

岩手県立児童館 いわて子どもの森ニュース 一戸町 展示  

vol.21～vol.23 いわて子どもの森 KS37/ｲ 48 季刊 

いこいの広場 一関 展示  

300～309 一関市立中里公民館 KS37/ｲ 49 月刊 

教育研究所報はなまき 花巻 展示  

vol.96 花巻市教育研究所 KS37/ｷ 16 季刊 

広報教育しずくいし 雫石町 展示  

NO.37～NO.48 雫石町教育委員会 KS37/ｷ 33 月刊 

教育ひろの 洋野町 展示  

No.5～No.6 洋野町教育委員会 KS37/ｷ 35 半年刊 

教頭会報 盛岡 展示  

第 180 号～第 182 号 岩手県教頭会 KS37/ｷ 9 季刊 

黒工新聞 北上 展示  

162～163 県立黒沢尻工業高等学校生徒会編集局 KS37/ｸ 4 不定期刊 

会報東風 北上 展示  

号外、第 178 号～第 181 号 黒沢尻小学校父母と先生の会 KS37/ｺ 4 季刊 

しおかぜ 宮古 展示  

第 37 号～第 38 号 岩手県宮古児童相談所 KS37/ｼ 19 半年刊 

みどりのキャンバスだより 金ヶ崎町 展示  

第 28 号 岩手県立県南青少年の家 KS37/ｼ 23 年刊 

所報 岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 展示  

第 32 号 岩手県立陸中海岸青少年の家 KS37/ｼ 24 年刊 

所報高田松原 陸前高田 展示  

第 16 号 岩手県立高田松原野外活動センター KS37/ｼ 25 年刊 

生涯学習推進センター情報 花巻 展示  

57 号～60 号 岩手県立生涯学習推進センター KS37/ｼ 26 隔月刊 

所報こずかた 盛岡 展示  

No.107～No.109 盛岡市教育研究所 KS37/ｼ 27 年 3 回刊 

社 会・労 働・福 祉 

教 育・生涯学習 
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所報みやこ 宮古 展示  

第 65 号～第 67 号 宮古市教育研究所 KS37/ｼ 28 半年刊 

住田の教育 住田町 展示  

第 107 号～第 108 号 住田町教育研究所 KS37/ｽ 1 不定期刊 

生徒指導久慈 久慈 展示  

第 86 号～第 87 号 久慈地域生徒指導推進協議会 KS37/ｾ 10 不定期刊 

てとて  環境学習交流センターだより 盛岡 展示  

NO.8～NO.11 環境学習交流センター KS37/ﾃ 1 季刊 

杜陵通信 盛岡 展示  

No.444～No.449 岩手県立杜陵高等学校通信制 KS37/ﾄ 7 不定期刊 

日本教育岩手 盛岡 展示  

第 126 号～第 130 号 日本教育会岩手県支部 KS37/ﾆ 3 不定期刊 

のうだいつうしん 金ヶ崎町 展示  

No.24～No.25 岩手県立農業大学校 KS37/ﾉ 8 不定期刊 

Hi！こちら岩手大学 盛岡 展示  

vol.11～vol.13 岩手大学広報委員会広報誌部会 KS37/ﾊ 8 年 3 回刊 

PTA いわて 盛岡 展示  

130 号～132 号 岩手県 PTA 連合会 KS37/ﾋﾟ 1 不定期刊 

ＦＡＣＥ  富士大学広報誌 花巻 展示  

Vol.25～Vol.26 富士大学 KS37/ﾌ 1 年 3 回刊 

北奥 盛岡 展示  

第 47 号 岩手県小学校長会 KS37/ﾎ 2 年刊 

北水会報 盛岡 展示  

第 115 号 岩手大学農学部北水会 KS37/ﾎ 4 半年刊 

まなびあい 盛岡 展示  

第 2号 まなびあい編集委員会 KS37/ﾏ 8 半年刊 

みたけだより 滝沢村 展示  

第 273 号 岩手県立みたけの園・岩手県立みたけ学園 KS37/ﾐ 11 年 3 回刊 

みち 盛岡 展示  

第 31 巻 1 号～第 31 巻 2号 岩手県都南の園 KS37/ﾐ 7 年 3 回刊 

MONTO 岩手県立大学総合政策学部ニュース 滝沢村 展示  

第 19 号～第 20 号 岩手県立大学総合政策学部 KS37/ﾓ 9 不定期刊 

やさわ 花巻 展示  

No.102～No.103 やさわの園 KS37/ﾔ 4 季刊 

さいかち通信 山田町 展示  

第 244 回 〔白浜とも子〕 KS38/ｻ 1 月刊 

資料館だより 川井村 展示  

NO.15 川井村北上山地民族資料館 KS38/ｼ 2 不定期刊 

遠野文化誌 遠野 展示  

第 46 号 遠野物語研究所 KS38/ﾄ 1 不定期刊 

とりら 盛岡 展示  

第 3号 ふるさと岩手の芸能とくらし研究会 KS38/ﾄ 2 半年刊 

パハヤチニカ 遠野 展示  

Vol.23 パハヤチニカ編集委員会 KS38/ﾊﾟ 1 不定期刊 

岩鷲 盛岡 展示  

第 127 号～第 130 号 
陸上自衛隊岩手駐屯地自衛隊協力会

岩手県連合会司令業務室 
KS39/ｶﾞ 1 隔月刊 

教 育・生涯学習 

民 俗・軍 事 
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医報はなまき 花巻 展示  

第 328 号～第 339 号 花巻市医師会 KS49/ｲ 10 月刊 

岩手医科大学歯学雑誌 盛岡 展示  

第 33 巻 第 1号～第 33 巻 第 3号 岩手医科大学歯学会 KS49/ｲ 11 年 3 回刊 

いのち輝け 盛岡 展示  

No.36～No.37 岩手県対ガン協会 KS49/ｲ 16 半年刊 

高度救命救急センター年報 盛岡 展示  

第 13 号 岩手医科大学 KS49/ｲ 18 年刊 

イーハトーブ 岩手県薬剤師会誌 盛岡 展示  

第 7号～第 12 号 岩手県薬剤師会 KS49/ｲ 19 隔月刊 

岩手医学雑誌 盛岡 展示  

60 巻 1 号～60 巻 6 号 岩手医学会 KS49/ｲ 2 隔月刊 

いわてなんれん 盛岡 展示  

No.50～No.53 岩手県難病団体連絡協議会 KS49/ｲ 20 不定期刊 

岩手県立病院医学会雑誌 盛岡 展示  

第 48 巻 第 1号～第 48 巻 第 2号 岩手県立病院医学会編集委員会 KS49/ｲ 3 半年刊 

いわて医報 盛岡 展示  

No.683～No.694 岩手県医師会 KS49/ｲ 5 月刊 

会報いわ歯 盛岡 展示  

No.165～No.166 岩手県歯科医師会 KS49/ｲ 6 季刊 

健康いわて 盛岡 展示  

vol.240～vol.245 岩手県予防医学協会 KS49/ｹ 3 隔月刊 

歯のかわら版 大船渡 展示  

No.48～No.53 大船渡市 KS49/ﾊ 1 隔月刊 

もりおか医報人 盛岡 展示  

Vol.10～Vol.11 盛岡市医師会 KS49/ﾓ 3 半年刊 

らんどあるつと 盛岡 展示  

第 68 号～第 69 号 岩手県地域医療研究会 KS49/ﾗ 1 半年刊 

きたかみ医報 北上 展示  

第 334 号～第 345 号 北上医師会 KS49/ﾜ 1 月刊 

技術情報 盛岡 展示  

通し番号 138 岩手県工業技術センター企画デザイン部 KS50/ｷﾞ 1 年刊 

けいりょういわて 盛岡 展示  

No.40 計量計測技術センター KS50/ｹ 1 年刊 

岩手の管工業 盛岡 展示  

第 478 号～第 489 号 岩手県管工業協会 KS51/ｲ 1 月刊 

いわて出張所通信 岩手町 展示  

第 37 号～第 48 号 盛岡地方振興局土木部岩手出張所 KS51/ｲ 2 月刊 

いちのせきからストップ温暖化 一関 展示  

創刊号～第 4号 一関地球温暖化対策地域協議会 KS51/ｲ 3 季刊 

美しい県土づくり NEWS 盛岡 展示  

45 号～56 号 岩手県県土整備部 KS51/ｳ 1 月刊 

県境産廃いわてだより 二戸 展示  

第 47 号～第 58 号 二戸地方振興局 KS51/ｹ 1 月刊 

広報 水道もりおか 盛岡 展示  

26～27 盛岡市水道部総務課 KS51/ｺ 1 半年刊 

技 術・工 学・製造業・環 境・家 政 

医学 
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ＣＯ２ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部マガジン 盛岡 展示  

No.37～No.44 
岩手県地球温暖化防止活動推進センタ

ー・岩手県環境生活部資源エネルギー課 
KS51/ｼ 2 月刊 

ブナの森 奥州 展示  

VoL.46 
胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る会事

務局 
KS51/ﾌﾞ 1 年 3 回刊 

会報 みず 盛岡 展示  

第 54 号～第 55 号 岩手県浄化槽協会 KS51/ﾐ 1 半年刊 

いわて建設時報 盛岡 展示  

第 497 号～第 508 号 岩手県建設業協会 KS52/ｲ 2 月刊 

岩手の住宅 盛岡 展示  

vol.56～vol.61 岩手出版 KS52/ｲ 3 隔月刊 

家と人。 盛岡 展示  

VOL.17～VOL.18 リヴァープレス社 KS52/ｲ 4 半年刊 

牛のはくぶつかん 奥州 展示  

NO.31 奥州市牛の博物館 KS52/ｳ 1 半年刊 

岩手の電気工事 盛岡 展示  

第 408 号～第 413 号 岩手県電気工事業工業組合 KS54/ｲ 1 月刊 

会報 盛岡 展示  

通巻 587 号～通巻 590 号 岩手県危険物安全協会連合会 KS57/ｶ 1 季刊 

岩手県鉱工業生産指数 盛岡 展示  

平成 20 年 2月分～平成 21 年 1 月分 岩手県総合政策室 KS58/ｲ 1 月刊 

南部杜氏 花巻 展示  

第 113 号 南部杜氏協会 KS58/ﾅ 1 年刊 

くらしの知恵 盛岡 展示  

第 346 号～第 356 号 岩手日報社 KS59/ｸ 2 月刊 

ふらすこ 盛岡 展示  

第 57 号～第 62 号 岩手日報社 KS59/ﾌ 1 隔月刊 

いわて食財倶楽部 盛岡 展示  

2009.1 岩手県農林水産部流通課 KS60/ｲ 3 半年刊 

産業情報いわて 盛岡 展示  

vol.73～vol.84 いわて産業振興センター KS60/ｻ 1 月刊 

盛岡市医師会報 盛岡 展示  

第 533 号～第 544 号 盛岡市医師会 KS60/ﾓ 3 月刊 

クラーラ 盛岡 展示  

Vol.706～Vol.717 ＪＡ全農いわて企画管理課 KS61/ｲ 10 月刊 

岩手県立農業ふれあい公園だより 北上 展示  

No.16 岩手県農業ふれあい公園 KS61/ｲ 12 半年刊 

岩手県農業研究センター研究報告 北上 展示  

第 9号 岩手県農業研究センター KS61/ｲ 13 年刊 

イーハトーブ雑穀かわら版 花巻 展示  

第 14 号～第 15 号 花巻地方農業振興協議会雑穀振興対策室 KS61/ｲ 17 不定期刊 

鹿妻穴堰 盛岡 展示  

第 72 号～第 73 号 鹿妻穴堰土地改良区 KS61/ｶ 1 半年刊 

東北農業研究センターたより 盛岡 展示  

25～27 東北農業研究センター KS61/ﾄ 4 季刊 

農業普及 盛岡 展示  

通巻 708 号～通巻 719 号 岩手県農業改良普及会 KS61/ﾉ 3 月刊 

技 術・工 学・製造業・環 境・家 政 

産 業・農林水産業・畜 産・園 芸 
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FIELD SCIENCE NEWS 盛岡 展示  

NO.11～NO.12 
岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイ

エンス教育研究センター教育研究部 
KS61/ﾌ 2 年刊 

網張ビジターセンターニューズレター 雫石町 展示  

vol.18～vol.23 網張ビジターセンター運営協議会 KS62/ｱ 1 隔月刊 

いわてバラだより 盛岡 展示  

No.137～No.138 岩手ばら会 KS62/ｲ 1 年 3 回刊 

花林舎ガーデニング便り 滝沢村 展示  

No.31～No.33 野田坂緑研究所 KS62/ｶ 1 季刊 

北国の宿根草 奥州 展示  

No.8 岩手宿根草の会 KS62/ｷ 1 半年刊 

岩手の畜産 盛岡 展示  

第 488 号～第 493 号 岩手県畜産会 KS64/ｲ 3 月刊 

Ｐｌｕｓ  ＷＡＮ 盛岡 展示  

Vol.1～Vol.4 ＰｌｕｓＷＡＮ編集部 KS64/ﾌﾟ 1 季刊 

岩手の林業 盛岡 展示  

No.605～No.616 岩手県林業改良普及協会 KS65/ｲ 2 月刊 

姥杉 北上 展示  

第 6号 きたかみ巨木の会 KS65/ｳ 1 年刊 

森林総研東北支所 研究情報 盛岡 展示  

vol.8-No.1～vol.8-No.4 独立行政法人 森林総合研究所 東北支所 KS65/ｼ 2 年 3 回刊 

Forest Winds 盛岡 展示  

No.33～No.36 森林総合研究所・東北支所 KS65/ﾌ 1 不定期刊 

いわて漁連情報 盛岡 展示  

No.628～No.639 岩手県漁業協同組合連合会 KS66/ｲ 1 月刊 

北里大学水産学部だより 大船渡 展示  

No.34 水産学部だより企画・編集委員会 KS66/ｷ 1 年刊 

シーガルボイス 釜石 展示  

No.25～No.26 岩手県水産技術センター KS66/ｼ 1 不定期刊 

岩手の交通安全 盛岡 展示  

No.261 号～No.262 号 岩手県交通安全対策協議会 KS68/ｲ 1 隔月刊 

おでってＮＥＷＳ 盛岡 展示  

Vol.78～Vol.89（※Vol.85 欠号） 盛岡観光コンベンション協会 KS68/ｵ 1 月刊 

クレヨン通信 盛岡 展示  

103～104 地域づくりネットワークもりおか KS68/ｸ 1 年刊 

紫波町平泉関連史跡連携協議会会報 紫波町 展示  

No.6～No.8 紫波町平泉関連史跡連携協議会 KS68/ｼ 1 不定期刊 

みちしるべ 盛岡 展示  

第 105 号～第 106 号 岩手県交通指導隊連絡協議会 KS68/ﾐ 2 不定期刊 

RIA ポート 宮古 展示  

VOL.41 
国土交通省東北地方整備局三陸ｺｸﾄﾞｳ事務

所ちいきづくり相談室 
KS68/ﾘ 1 季刊 

aprire 盛岡 展示  

14～15 岩手県立美術館 KS70/ｱ 1 不定期刊 

石神の丘美術館通信ｉｓｈｉｂｉ 岩手町 展示  

vol.66～vol.77 岩手町立石神の丘美術館 KS70/ｲ 3 月刊 

芸 術・美 術・スポーツ・諸 芸 

産 業・農林水産業・畜 産・園 芸 

商 業・交 通・通 信・観光業 
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会報芸文いわて 盛岡 展示  

No.85～No.86 岩手県芸術文化協会 KS70/ｹﾞ 1 年 3 回刊 

虹色だより 盛岡 展示  

No.25～No.26 虹色の部屋 KS70/ﾆ 1 不定期刊 

はばたき 盛岡 展示  

No.60 岩手県文化振興事業団 KS70/ﾊ 1 季刊 

わらびて 盛岡 展示  

No.117～No.119 岩手県立埋蔵文化財センター KS70/ﾜ 1 季刊 

北光 盛岡 展示  

Vol.556～Vol.567 創玄会 KS72/ｼ 1 月刊 

書友 盛岡 展示  

通巻 417 号～通巻 428 号 書の研究 玄窓会 KS72/ｼ 2 月刊 

墨州 大船渡 展示  

No.361～No.372 書道研究墨州院本部 KS72/ﾎﾞ 1 月刊 

楽・遊布絵倶楽部 盛岡 展示  

No.13 夏号～No.16 春号 楽・遊布絵倶楽部 KS72/ﾗ 1 季刊 

演劇 盛岡 展示  

No.413～No.418 盛岡演劇鑑賞会 KS77/ｴ 2 不定期刊 

感劇地図 盛岡 展示  

No.116～No.122 感劇地図編集委員会 KS77/ｶ 1 不定期刊 

岩手の釣友 盛岡 展示  

第 69 号～第 70 号 岩手県釣り団体協議会 KS78/ｲ 4 半年刊 

広報岩手ボクシング 〔盛岡〕 展示  

第 27 号 岩手県アマチュアボクシング連盟 KS78/ｲ 10 年刊 

ＳＥＡＷＡＶＥＳ 釜石 展示  

ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ 2008 釜石シーウェイブスＲＦＣ KS78/ｼ 2 不定期刊 

Ｓｔａｎｄａｒｄ 盛岡 展示  

Vol.6～Vol.9 ルーツ KS78/ｽ 3 月刊 

体協いわて 盛岡 展示  

第 65 号 岩手県体育協会 KS78/ﾀ 4 季刊 

フェズント岩手応援マガジンフェズントストーリー 盛岡 展示  

創刊第 2号～創刊第 3号 フェズント岩手事務局 KS78/ﾌ 2 不定期刊 

山のたより 盛岡 展示  

第 31 号～第 33 号 岩手県山岳協会参与会 KS78/ﾔ 3 月刊 

同門いわて 盛岡 展示  

第 34 号～第 35 号 表千家同門会岩手県支部 KS79/ﾄﾞ 1 半年刊 

天気図 矢巾町 展示  

7 号 ツーワンライフ出版 KS90/ﾃ 2 不定期刊 

民主盛岡文学 八幡平 展示  

第 38 号～第 39 号 日本民主主義文学会盛岡支部 KS90/ﾓ 3 不定期刊 

盛岡児童文学研究会会報 盛岡 展示  

45～46 盛岡児童文学研究会 KS90/ﾓ 4 半年刊 

日本現代詩歌文学館 北上 展示  

第 53 号～第 55 号 日本現代詩歌文学館 KS91.0/ﾆ 1 不定期刊 

海流 宮古 展示  

第 119 号～第 120 号 海流短歌会 KS91.1/ｶ 1 不定期刊 

風 宮古 展示  

Vol.20 No.51～Vol.20 No.52 宮古詩人クラブ KS91.1/ｶ 2 半年刊 

芸術・美術・スポーツ・諸芸 

文芸 
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短歌くさかご 花巻 展示  

通巻 215 号～通巻 218 号 くさかご社 KS91.1/ｸ 2 隔月刊 

現代俳句いわて 盛岡 展示  

No.56～No.58 岩手地区現代俳句協会 KS91.1/ｹﾞ 1 不定期刊 

コスモス岩手 盛岡 展示  

通巻第 230 号～通巻第 236 号 コスモス岩手短歌会 KS91.1/ｺ 1 隔月刊 

こだま 田野畑村 展示  

128 号～130 号 こだま短歌会 KS91.1/ｺ 2 季刊 

蒼雲 奥州 展示  

No.382～No.393 蒼雲短歌会 KS91.1/ｿ 1 月刊 

北宴 盛岡 展示  

通巻 406 号～通巻 411 号 北宴文学会 KS91.1/ﾎ 1 隔月刊 

游通信 一関 展示  

第 52 号～第 63 号 游の会 KS91.1/ﾕ 2 月刊 

桐の花 紫波町 展示  

通巻 133 号～通巻 144 号 岩手ホトトギス会 KS91.3/ｷ 2 月刊 

草笛 盛岡 展示  

通巻第 424 号～通巻第 429 号 草笛発行所 KS91.3/ｸ 1 隔月刊 

葛巻俳句会だより 葛巻町 展示  

第 404 号～第 415 号 葛巻俳句会 KS91.3/ｸ 3 月刊 

樹氷 盛岡 展示  

通巻第 179 号～通巻第 184 号 樹氷発行所 KS91.3/ｼﾞ 1 隔月刊 

山百合句会報 滝沢村 展示  

315 号～325 号 滝沢村山百合俳句会 KS91.3/ﾔ 1 月刊 

岩手県川柳連盟だより 紫波町 展示  

第 48 号～第 49 号 岩手県川柳連盟事務局 KS91.4/ｲ 1 半年刊 

川柳北上 北上 展示  

No.628～No.639 川柳北上吟社 KS91.4/ｾ 1 月刊 

川柳原生林 盛岡 展示  

No.361～No.372 川柳原生林社 KS91.4/ｾ 5 月刊 

川柳はなまき 花巻 展示  

No.427～No.438 花巻川柳会 KS91.4/ｾ 6 月刊 

川柳かまいし 遠野 展示  

No.330～No.341 川柳かまいし吟社 KS91.4/ｾ 7 月刊 

せんりゅう紫波 紫波町 展示  

No.293～No.304 いわて紫波川柳社 KS91.4/ｾ 8 月刊 

川柳いしどりや 花巻 展示  

第 150 号～第 151 号 石鳥谷川柳会 KS91.4/ｾ 14 隔月刊 

堅香子 滝沢村 展示  

第 3号～第 4号 「堅香子」の会 KS91.5/ｶ 5 半年刊 

クロッカス 盛岡 展示  

7 号～8号 Ｇ・クロッカス KS91.5/ｸ 5 半年刊 

詩と詩論  新しい天使のための… 滝沢村 展示  

VOL.3～VOL.4 エッセンティアの会 KS91.5/ｼ 5 半年刊 

ベン・ベ・ロコ 北上 展示  

第 155 号～第 156 号 北上詩の会 KS91.5/ﾍﾞ 1 不定期刊 

CHaG 詩と音楽と珈琲の店「ぼくらの理由」通信 滝沢村 展示  

NO.30～NO.33 CHaG の会 KS91/ﾁ 1 季刊 

パパラギの里 盛岡 展示  

通巻第 121 号～通巻第 130 号 パパラギの里出版部 KS91/ﾊﾟ 1 月刊 

文芸 
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イーハトーブ短信 花巻 展示  

第 37 号 宮沢賢治記念会 KS ｹﾝ/ｲ 2 年刊 

宮沢賢治記念館通信 花巻 展示  

第 98 号～第 99 号 宮沢賢治記念館 KS ｹﾝ/ﾐ 1 季刊 

宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報 花巻 展示  

第 37 号 宮沢賢治学会イーハトーブセンター KS ｹﾝ/ﾐ 3 半年刊 

宮沢賢治センター通信（岩手大学内） 盛岡 展示  

第 5号～第 6号 宮沢賢治センター（岩手大学内） KS ｹﾝ/ﾐ 5 半年刊 

国際啄木学会盛岡支部会報 盛岡 展示  

第 17 号 国際啄木学会盛岡支部 KS ﾀｸ/ｺ 6 不定期刊 

文芸 
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