
  生きた時代を調べる 

 

◆『新・日本の歴史 5』 
   大角 修∥著 小峰書店  

（ＪK210/ﾔﾏ/5 児童室） 

 

◆『人物なぞとき日本の歴史 6～7』 
高野 尚好∥監修 小峰書店  

（Ｊ210/ｼﾞﾝ/6～7 児童室）   
 

   親交のあった人々を調べる 

     

 ◆『少年少女科学名著全集 １８』 
   大野 三郎∥著 国土社 

  （J408/ｺｳ 1/18 集密書庫） 

 

 ◆『マリー・キュリー』 
   フィリップ スティール∥著 赤尾 秀子∥訳 

    BL 出版 （J289/ｷﾕ 児童室） 

 

どんな学問か、調べる 

 

◆『地震の大研究』 
大木 聖子∥著 PHP 研究所  

（Ｊ453/ｵｵ 児童室） 

 
◆『力の事典』 

大井 喜久夫ほか∥文 岩崎書店 

（Ｊ423/ﾁｶ 児童室） 

 
◆『世界の文字と言葉入門 15』 

    稲葉 茂勝∥著 小峰書店 

   （Ｊ801/ｾｶ/15 児童室） 

 

 大人むけの本ものぞいてみよう。 

 
◆『私の父田中舘愛橘』 

田中舘 美稲∥著 二戸市 

（K289.1/ﾀﾅ 郷土一般） 

 

◆『ローマ字新聞等で見る田中舘愛橘博士
の足跡』 
相馬 福太郎∥著・刊        

（K289.1/ﾀﾅ/2 郷土一般） 

施設で調べる  

 

◆田中舘愛橘記念科学館 

〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡 6-2 

         二戸市シビックセンター3F 

 電話 0195-25-5411 FAX 0195-23-3548 

 

◆木村栄記念館 （国立天文台水沢内） 
 〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町２−１２ 

     電話 0197-24-2020 

 

インターネットで調べる  

     
（最終確認日 2017.4.21） 

◆いわての文化情報大事典 
いわてのゆかりの人々を、調べることができます。 

http://www.bunka.pref.iwate.jp/ 

  

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

多くの学問を研究し、さまざ

まな業績
ぎょうせき

を残した田中舘愛

橘。どんな人か調べてみよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.27 

田
た

中舘
なかだて

愛
あい

橘
きつ

 



 

『田中舘愛橘』 

秋葉 智∥マンガ  

富田 裕之∥構成・文 

田中舘愛橘会（JK2８9/ﾀﾅ） 

 

 

『田中舘愛橘ものがたり』 

松浦 明∥著 銀の鈴社 

（K289.1/ﾀﾅ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

 

『玉川児童百科大辞典 

       1～21』 

玉川大学出版部∥編集  

誠文堂新光社 （JR031/ｺｳ 19/1～21） 

（J388/ｴﾄﾞ） 

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『岩手百科事典』 

  岩手放送 （JKR031/ｺｳ 13/ｳ） 

 

 ◆『岩手の先人 100 人』 

     岩手日報社 （JK281/ｺｳ 9） 

 
   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

二戸市
に の へ し

 東大教授  地磁気
ち じ き

 

地震 重力 測地
そ く ち

 航空工学

メートル法 緯度
い ど

観測
かんそく

  
 

 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 
 
けんさくするときキーワードを使ってみよう。 

＼ こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

 

各巻が「宇宙・科学史」「地球」「国語」「世

界人名事典・総索引」など、テーマ別に

分かれています。総索引を使って、田中

舘が関わった学問を知ることができます。 

 

 

 

 

 

著者の松浦さんは、田中舘 

のひ孫です。いっしょに 

くらした思い出をまじえな

がら、子ども好きだった博士の仕事や趣

味、エピソードを紹介してくれます。 

 

              

 

   

 

 

武士の子として生まれ育ち、

明治という新しい時代を迎えると、生き方

もかわらなければならなかった田中舘。博

士の一生をマンガで、楽しくたどります。 

 

 

 

 

 

奥州市には、国立天文台 

があります。以前は緯度観測所とよばれて

いました。木村
き む ら

栄
ひさし

とその師である田中舘

は、この観測所をつくるために、いろいろ

努力したことが、書かれています。 

 

 

 

 

 

 

明治時代、日本の科学は世界 

と比べると、たいへんおくれ 

ていました。自然科学への理解もなく、研

究資金も乏しいなかで、田中舘や当時の科

学者たちの努力を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      日本に日本式ローマ字を、普

及させようと、田中舘は「日 

本のローマ字社」を設立しました。その目 

的と意外な問題点を、〈日本のローマ字の 

歴史〉というコラムで紹介しています。 

『世界の文字と言葉入門 1 
  世界の文字の起源と日本の文字』 
町田 和彦∥監修・著 

 小峰書店（J801/ｾｶ/1） 

『科学をひらいた人びと』 

田中 実∥著 国土社 

（J080/ｺｳ 6/6） 

 

『岩手の理科ものがたり』 

岩手県科学教育研究連合会∥編 

日本標準（ＪK400/ｲﾜ）  

たなかだて あいきつ 

かがくしゃ   ぶつり      

 まつうら 

 し きん  と ぼ

ん 

 ふ 

 きゅう 



 

『田中舘愛橘』 

秋葉 智∥マンガ  

富田 裕之∥構成・文 

田中舘愛橘会（JK2８9/ﾀﾅ） 

 

 

『田中舘愛橘ものがたり』 

松浦 明∥著 銀の鈴社 

（K289.1/ﾀﾅ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

 

『玉川児童百科大辞典 

       1～21』 

玉川大学出版部∥編集  

誠文堂新光社 （JR031/ｺｳ 19/1～21） 

（J388/ｴﾄﾞ） 

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『岩手百科事典』 

  岩手放送 （JKR031/ｺｳ 13/ｳ） 

 

 ◆『岩手の先人 100 人』 

     岩手日報社 （JK281/ｺｳ 9） 

 
   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

二戸市
に の へ し

 東大教授  地磁気
ち じ き

 

地震 重力 測地
そ く ち

 航空工学

メートル法 緯度
い ど

観測
かんそく

  
 

 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 
 
けんさくするときキーワードを使ってみよう。 

＼ こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

 

各巻が「宇宙・科学史」「地球」「国語」「世

界人名事典・総索引」など、テーマ別に

分かれています。総索引を使って、田中

舘が関わった学問を知ることができます。 

 

 

 

 

 

著者の松浦さんは、田中舘 

のひ孫です。いっしょに 

くらした思い出をまじえな

がら、子ども好きだった博士の仕事や趣

味、エピソードを紹介してくれます。 

 

              

 

   

 

 

武士の子として生まれ育ち、

明治という新しい時代を迎えると、生き方

もかわらなければならなかった田中舘。博

士の一生をマンガで、楽しくたどります。 

 

 

 

 

 

奥州市には、国立天文台 

があります。以前は緯度観測所とよばれて

いました。木村
き む ら

栄
ひさし

とその師である田中舘

は、この観測所をつくるために、いろいろ

努力したことが、書かれています。 

 

 

 

 

 

 

明治時代、日本の科学は世界 

と比べると、たいへんおくれ 

ていました。自然科学への理解もなく、研

究資金も乏しいなかで、田中舘や当時の科

学者たちの努力を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      日本に日本式ローマ字を、普

及させようと、田中舘は「日 

本のローマ字社」を設立しました。その目 

的と意外な問題点を、〈日本のローマ字の 

歴史〉というコラムで紹介しています。 

『世界の文字と言葉入門 1 
  世界の文字の起源と日本の文字』 
町田 和彦∥監修・著 

 小峰書店（J801/ｾｶ/1） 

『科学をひらいた人びと』 

田中 実∥著 国土社 

（J080/ｺｳ 6/6） 

 

『岩手の理科ものがたり』 

岩手県科学教育研究連合会∥編 

日本標準（ＪK400/ｲﾜ）  

たなかだて あいきつ 

かがくしゃ   ぶつり      

 まつうら 

 し きん  と ぼ

ん 

 ふ 

 きゅう 



 

『田中舘愛橘』 

秋葉 智∥マンガ  

富田 裕之∥構成・文 

田中舘愛橘会（JK2８9/ﾀﾅ） 

 

 

『田中舘愛橘ものがたり』 

松浦 明∥著 銀の鈴社 

（K289.1/ﾀﾅ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

 

『玉川児童百科大辞典 

       1～21』 

玉川大学出版部∥編集  

誠文堂新光社 （JR031/ｺｳ 19/1～21） 

（J388/ｴﾄﾞ） 

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『岩手百科事典』 

  岩手放送 （JKR031/ｺｳ 13/ｳ） 

 

 ◆『岩手の先人 100 人』 

     岩手日報社 （JK281/ｺｳ 9） 

 
   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

二戸市
に の へ し

 東大教授  地磁気
ち じ き

 

地震 重力 測地
そ く ち

 航空工学

メートル法 緯度
い ど

観測
かんそく

  
 

 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 
 
けんさくするときキーワードを使ってみよう。 

＼ こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

 

各巻が「宇宙・科学史」「地球」「国語」「世

界人名事典・総索引」など、テーマ別に

分かれています。総索引を使って、田中

舘が関わった学問を知ることができます。 

 

 

 

 

 

著者の松浦さんは、田中舘 

のひ孫です。いっしょに 

くらした思い出をまじえな

がら、子ども好きだった博士の仕事や趣

味、エピソードを紹介してくれます。 

 

              

 

   

 

 

武士の子として生まれ育ち、

明治という新しい時代を迎えると、生き方

もかわらなければならなかった田中舘。博

士の一生をマンガで、楽しくたどります。 

 

 

 

 

 

奥州市には、国立天文台 

があります。以前は緯度観測所とよばれて

いました。木村
き む ら

栄
ひさし

とその師である田中舘

は、この観測所をつくるために、いろいろ

努力したことが、書かれています。 

 

 

 

 

 

 

明治時代、日本の科学は世界 

と比べると、たいへんおくれ 

ていました。自然科学への理解もなく、研

究資金も乏しいなかで、田中舘や当時の科

学者たちの努力を知ることができます。 
 

 

   

 

 
 
      日本に日本式ローマ字を、普

及させようと、田中舘は「日 

本のローマ字社」を設立しました。その目 

的と意外な問題点を、〈日本のローマ字の 

歴史〉というコラムで紹介しています。 

『世界の文字と言葉入門 1 
  世界の文字の起源と日本の文字』 
町田 和彦∥監修・著 

 小峰書店（J801/ｾｶ/1） 

『科学をひらいた人びと』 

田中 実∥著 国土社 

（J080/ｺｳ 6/6） 

 

『岩手の理科ものがたり』 

岩手県科学教育研究連合会∥編 

日本標準（ＪK400/ｲﾜ）  

たなかだて あいきつ 

かがくしゃ   ぶつり      

 まつうら 

 し きん  と ぼ

ん 

 ふ 

 きゅう 



  生きた時代を調べる 

 

◆『新・日本の歴史 5』 
   大角 修∥著 小峰書店  

（ＪK210/ﾔﾏ/5 児童室） 

 

◆『人物なぞとき日本の歴史 6～7』 
高野 尚好∥監修 小峰書店  

（Ｊ210/ｼﾞﾝ/6～7 児童室）   
 

   親交のあった人々を調べる 

     

 ◆『少年少女科学名著全集 １８』 
   大野 三郎∥著 国土社 

  （J408/ｺｳ 1/18 集密書庫） 

 

 ◆『マリー・キュリー』 
   フィリップ スティール∥著 赤尾 秀子∥訳 

    BL 出版 （J289/ｷﾕ 児童室） 

 

どんな学問か、調べる 

 

◆『地震の大研究』 
大木 聖子∥著 PHP 研究所  

（Ｊ453/ｵｵ 児童室） 

 
◆『力の事典』 

大井 喜久夫ほか∥文 岩崎書店 

（Ｊ423/ﾁｶ 児童室） 

 
◆『世界の文字と言葉入門 15』 

    稲葉 茂勝∥著 小峰書店 

   （Ｊ801/ｾｶ/15 児童室） 

 

 大人むけの本ものぞいてみよう。 

 
◆『私の父田中舘愛橘』 

田中舘 美稲∥著 二戸市 

（K289.1/ﾀﾅ 郷土一般） 

 

◆『ローマ字新聞等で見る田中舘愛橘博士
の足跡』 
相馬 福太郎∥著・刊        

（K289.1/ﾀﾅ/2 郷土一般） 

施設で調べる  

 

◆田中舘愛橘記念科学館 

〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡 6-2 

         二戸市シビックセンター3F 

 電話 0195-25-5411 FAX 0195-23-3548 

 

◆木村栄記念館 （国立天文台水沢内） 
 〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町２−１２ 

     電話 0197-24-2020 

 

インターネットで調べる  

     
（最終確認日 2017.4.21） 

◆いわての文化情報大事典 
いわてのゆかりの人々を、調べることができます。 

http://www.bunka.pref.iwate.jp/ 

  

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

多くの学問を研究し、さまざ

まな業績
ぎょうせき

を残した田中舘愛

橘。どんな人か調べてみよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.27 

田
た

中舘
なかだて

愛
あい

橘
きつ

 



  生きた時代を調べる 

 

◆『新・日本の歴史 5』 
   大角 修∥著 小峰書店  

（ＪK210/ﾔﾏ/5 児童室） 

 

◆『人物なぞとき日本の歴史 6～7』 
高野 尚好∥監修 小峰書店  

（Ｊ210/ｼﾞﾝ/6～7 児童室）   
 

   親交のあった人々を調べる 

     

 ◆『少年少女科学名著全集 １８』 
   大野 三郎∥著 国土社 

  （J408/ｺｳ 1/18 集密書庫） 

 

 ◆『マリー・キュリー』 
   フィリップ スティール∥著 赤尾 秀子∥訳 

    BL 出版 （J289/ｷﾕ 児童室） 

 

どんな学問か、調べる 

 

◆『地震の大研究』 
大木 聖子∥著 PHP 研究所  

（Ｊ453/ｵｵ 児童室） 

 
◆『力の事典』 

大井 喜久夫ほか∥文 岩崎書店 

（Ｊ423/ﾁｶ 児童室） 

 
◆『世界の文字と言葉入門 15』 

    稲葉 茂勝∥著 小峰書店 

   （Ｊ801/ｾｶ/15 児童室） 

 

 大人むけの本ものぞいてみよう。 

 
◆『私の父田中舘愛橘』 

田中舘 美稲∥著 二戸市 

（K289.1/ﾀﾅ 郷土一般） 

 

◆『ローマ字新聞等で見る田中舘愛橘博士
の足跡』 
相馬 福太郎∥著・刊        

（K289.1/ﾀﾅ/2 郷土一般） 

施設で調べる  

 

◆田中舘愛橘記念科学館 

〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡 6-2 

         二戸市シビックセンター3F 

 電話 0195-25-5411 FAX 0195-23-3548 

 

◆木村栄記念館 （国立天文台水沢内） 
 〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町２−１２ 

     電話 0197-24-2020 

 

インターネットで調べる  

     
（最終確認日 2017.4.21） 

◆いわての文化情報大事典 
いわてのゆかりの人々を、調べることができます。 

http://www.bunka.pref.iwate.jp/ 

  

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
 ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

多くの学問を研究し、さまざ

まな業績
ぎょうせき

を残した田中舘愛

橘。どんな人か調べてみよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.27 

田
た
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