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大東図書館は、子供たちへの

読書普及活動に力を入れてい

ます。読書感想文コンクール、
読書まつり、たったひとつの

絵本づくり講座、巡回文庫車
「なぎさ号」での巡回貸出しを

行い、館内ではおはなしタイ

ム、季節企画展示など大人も

楽しめるイベントが盛りだく

さん。本年度は国際リニアコラ

イダー（ILC）の理解を深める

イベントも企画しています。

Daito Library
大東図書館

■舛屋　藍
あ い

さん

❶大東町摺沢字新右エ門土手12-2

❷75-3541／ 75-2921

❸ daitosho@city.ichinoseki.iwate.jp

❹ 24台／ 144,965冊 (67,207冊 )

　　　ねこのピート　だいすきなしろいくつ
エリック・リトウィン　作

白い靴をはいて出かけたねこのピー
ト。イチゴの山を登ると靴は赤くなっ
てしまいました。いつでも前向きな
ピートの姿に元気をもらえる一冊。

　　　ねこのピート　だいすきなしろいくつ　　　ねこのピート　だいすきなしろいくつ　　　ねこのピート　だいすきなしろいくつ

鮮度の高い情報の提供が自慢
の千厩図書館。新着書籍をは

じめ、児童、ヤングアダルト、
一般を対象とした企画展示の

実施。「ちょっと話題のあれ

これ」と題したコーナーでは、
時事やスポーツ、ドラマの原
作などタイムリーな本を置い

ていますので注目してくださ

い。本を通じた新しい発見と

魅力ある図書館づくりを目標
にしています。

Senmaya Library
千厩図書館

■尾形宏
ひ ろ

子
こ

さん

❶千厩町千厩字北方171-7

❷ 51-1122／ 51-1123

❸ sentosho@city.ichinoseki.iwate.jp

❹ 20台／ 85,830冊 (49,029冊 )

Higashiyama Library
東山図書館

■佐藤美
み

紀
き

さん

❶東山町長坂字町 335-1
❷ 47-2324／47-2961
❸ higatosho@city.ichinoseki.iwate.jp
❹ 45台／ 61,514冊 (44,845冊 )

Murone Library
室根図書館

■菅原　薫
かおる

さん

❶室根町折壁字八幡沖 345（市役所室
根支所１階）
❷ 64-3820／ 64-3820
❸ murotosho@city.ichinoseki.iwate.jp
❹ 230台／ 30,790冊 (23,997冊 )

Kawasaki Library
川崎図書館

■菅原志
し

乃
の

さん

❶川崎町薄衣字諏訪前 7-1
❷ 43-4123／43-3273
❸ kawatosho@city.ichinoseki.iwate.jp
❹ 48台／ 88,659冊 (58,272冊 )

Fujisawa Library
藤沢図書館

■西村ミドリさん

❶藤沢町藤沢字仁郷12-5
❷ 63-5088／ 63-5517
❸ fujitosho@city.ichinoseki.iwate.jp
❹ 200台／43,638冊 (30,050冊 )

　　　自治の中に自治を求めて
佐藤守　講演

元藤沢町長佐藤守氏の講演録。地方分
権という革命的な地方自治理念の変化に
対応して取り組んだ地域経営システムと
は。地方自治の在り方を考える一冊。

　　　ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ
中西進　著

日本古来の言葉「やまとことば」。言葉
をひらがなで考えると、本来の豊かな
意味がよみがえります。古代人の心に
触れ、日本語への探求心の扉を開く。

　　　オカルト　現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ
森達也 　著

スプーン曲げ、UFO、心霊現象…。審
議論争に結論の見えないオカルト。そ
の世界に関わる人々を、中立な立場か
ら冷静に追ったルポルタージュ。

現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ

　　　●森は呼んでいる
及川和男　著

海をよみがえらせるため、山に木を植
える。１人のカキ養殖家の行動が引き
金となり、室根町で開かれる「森は海
の恋人植樹祭」をモチーフにした物語。

　　　たけしのグレートジャーニー
ビートたけし　他　著

好奇心の羅針盤に従って、知の大航
海にいざ出発！。地下深くから宇宙ま
で、ビートたけしがその道の達人11人
と語り尽くすくす。

　　　たけしのグレートジャーニー
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　市内8つの図書館は、相互にネットワークで結ば

れています。予約、貸し出し、返却の利便性に優れて

いるだけでなく、蔵書管理の一元化によって約72万
冊もの中から需要を掘り起こしたり、各図書館で同
じ本を買う無駄をなくしたりするなど、限られた予
算を有効に活用できるメリットもあります。
　各図書館の特色とオススメの一冊を紹介。

Act.2 広がる図書環

◇開館時間…平日10時～ 19

時。土、日、祝10時～ 18時（一
関図書館は平日10時～ 20時。
土、日、祝10時～19時）
◇休館日…一関、大東、千厩、
川崎、藤沢は毎週月曜日と毎月
第4木曜日。花泉、東山、室根は

毎週水曜日と毎月第4金曜日。年
末年始
◇借りる場合…各サービスを

無料で利用できます

◇利用者カード…図書館の利
用に必要（無料）。市内全ての

図書館で利用できます。中学
生以上は氏名・住所を確認
◇貸し出し冊数…図書 (雑誌
含む)、CD、カセットテープは

無制限。ビデオ、DVDは1人
5点まで

◇貸し出し期間…3週間以内
◇WEB予約…パソコンや携
帯電話で資料検索や予約が

できます

◇返す場合…どの館に返却して

もかまいません。休館日は返却
ポストへ

●サービスの内容
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    Special Feature

花泉図書館は、植物に関する

蔵書が豊富です。また、当館
の特色のある事業としては、
他の地域の図書館などの文
化施設を見学する「図書館学
級」、文学ゆかりの地を訪れる

「文学散歩」という事業を行っ

ています。本年度は、いちの

せき元気な地域づくり事業を

活用して、植物などをテーマ

にした11の事業を行います。

Hanaizumi Library
花泉図書館

■菊地繭
ま ゆ

美
み

さん

❶花泉町涌津字上三ノ町12

❷ 82-4939／ 36-1951

❸ hanatosho@city.ichinoseki.iwate.jp

❹ 32台／48,491冊 (42,444冊 )

　　　植物は人類最強の相棒である
田中修　著

植物学専攻の教授ならではの視点か
ら、３つのテーマ(植物の秘めた能力、
人類に必要な役立つ仕組みの提供、心
を癒やす存在 )についてやさしく解説。
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    Special Feature

室根図書館は、室根神社特別
大祭や森と海の生態系に関す

る資料を重点的に収集してい

ます。また、絵本や児童書、手
芸や料理の本も豊富にそろえ

ています。絵本の部屋の壁面
には職員が手作りした飾りを

展示。季節折々の装飾を楽し

めます。現在は夏を乗り切る

企画展示として、節電、省エ

ネ、スタミナ料理、デザートの

本を展示しています。

    Special Feature

藤沢図書館は、キリシタンに

関する資料や藤沢野焼祭に関
連した芸術分野の資料を収集
しています。一般向け、中高
生向け、幼児・児童向けに毎
月テーマを決め、様々な本の

紹介を行います。季節の絵本
や幅広い年代に応じたオスス

メを準備しているほか、幼児・
児童向けのおはなし会や子供
映画会を開き、絵本や物語の

魅力を伝えています。

    Special Feature

東山図書館は地域に関する資
料をはじめ、宮沢賢治の資料
や絵本、育児支援資料の収集
に力を入れています。平成21

年に開館した新館は、日本の公
共図書館の先駆者青柳文蔵が

創設した「青柳文庫」の蔵をイ

メージした瓦屋根と土蔵風の

扉が特徴。岩手県産材を使っ

た吹き抜けが光を優しく採り

込み、窓際でゆっくりと読書を

楽しむことができます。

    Special Feature

実用書からコミック、おも

ちゃと豊富な資料が特徴の

川崎図書館は、誰もが気軽に

利用できる図書館を目指し

ています。児童へのサービス

の一環として、良質な児童書
を提供したり、司書によるお

はなし会を開いたりしてい

ます。特に人気が高いのは夏
休みの「こわいおはなし会」。
今年は怖さを 2段階に。お楽
しみに！

    Special Feature

❶住所　❷電話番号／ FAX　❸ e-mail　❹駐車場台数／蔵書数 (うち開架冊数 )


