
    

全国の図書館で太宰治資料展 ４７都道府県６3館で開催 
本当にありがとうございました。 
太宰治は何て言ってくれてるかな？ 



    



五所川原市立図書館Facebook 5/26～9/13 
 
皆様の図書館にリンクを貼って投稿させて 
いただきました。ぜひご覧ください。 
 
https://www.facebook.com/goshogawaralib/  
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北海道 市立小樽図書館 
https://www.city.otaru.lg.jp/tosho/  
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青森県 つがる市立図書館 
 http://tsugaru-city-lib.sakura.ne.jp/  
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青森県 中泊町図書館 
http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/12,0,35,51,html  
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青森県 伊藤忠吉記念図書館 
http://www.city.goshogawara.lg.jp/lib/  
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秋田県 横手市立平鹿図書館 
https://www.city.yokote.lg.jp/sub01/cat100168.html  
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岩手県 紫波町図書館 
http://lib.town.shiwa.iwate.jp/  
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宮城県 大崎市図書館 
https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/18,0,73,html  
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山形県 新庄市立図書館 
http://www.city.shinjo.yamagata.jp/kurashi/030/020/020/index.html  
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福島県 南相馬市立中央図書館 
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/chuotoshokan/index.html  
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福島県 小野町ふるさと文化の館 
http://www.town.ono.fukushima.jp/site/bunkanoyakata/  
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栃木県 小山市立中央図書館 
https://library.city.oyama.tochigi.jp/ 
https://library.city.oyama.tochigi.jp/news/post-86.html 太宰治資料展について  
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茨城県 潮来市立図書館 
https://lib.itako.ed.jp/  
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茨城県 つくば市立図書館
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/bunka/toshokan/index.html  
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群馬県 沼田市立図書館 
http://www.city.numata.gunma.jp/kyouiku/1004127/1009281.html  
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埼玉県 飯能市立図書館 
http://www.hanno-lib.jp/  
 
 

６月１５日のフェイスブックより 
「全国の図書館で太宰治資料展 参加！」 
 今年6月19日に、青森県五所川原市出身の太宰治は生誕110周年を迎えます。 
図書館員は自己研鑽の一環として、他県図書館の見学や全国の図書館員と
共に研修に参加する機会があります。 
今回は五所川原市立図書館職員の方のアイディアでこのような資料展が全
国で開催されることとなりました。 
ご縁があって当館も埼玉県内の図書館としてこの素敵な資料展に参加させ
ていただくこととなりました。 
多彩な魅力あふれる太宰治自身とその作品。 
ぜひ、お手に取ってご覧ください。 
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千葉県 流山市立中央図書館 
https://www.library-city-nagareyama.jp/  
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千葉県 船橋市西図書館 
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/0001/index.html   
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東京都 品川区立大井図書館 
https://library.city.shinagawa.tokyo.jp/  
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東京都 練馬区立練馬図書館
https://www.lib.nerima.tokyo.jp/index.html  
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東京都 福生市立武蔵野台図書館 
https://www.lib.fussa.tokyo.jp/  
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神奈川県 海老名市立中央図書館 
https://ebina.city-library.jp/library/  
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神奈川県 川崎市立中原図書館 
http://www.library.city.kawasaki.jp/  
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山梨県 甲州市立勝沼図書館 
https://www.lib-koshu.jp/  
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長野県 飯田市立中央図書館 
http://www.iida.nanshin-lib.jp/  
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新潟県 長岡市立中央図書館 
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/  
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富山県 富山県立図書館 
http://www.lib.pref.toyama.jp/  
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石川県 石川県立図書館 
http://www.library.pref.ishikawa.jp/  
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福井県 福井市立桜木図書館 
http://lib.city.fukui.fukui.jp/  
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岐阜県 岐阜市立図書館分館 
https://g-mediacosmos.jp/lib/  
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静岡県 静岡県立中央図書館 
https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/  
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三重県 三重県立図書館 
http://www.library.pref.mie.lg.jp/ ホームページ  
https://twitter.com/mie_pref_lib/status/1141177977599774722 感動の「今日は何の日？」   
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愛知県 名古屋市中川図書館 
https://www.library.city.nagoya.jp/index.html  
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愛知県 豊橋市中央図書館 
http://www.library.toyohashi.aichi.jp/  
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滋賀県 東近江市立八日市図書館 
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/lib/  
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京都府 国立国会図書館関西館 
https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/index.html  
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京都府 京都府立図書館 
http://www.library.pref.kyoto.jp/  
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京都府 京都市中央図書館 
https://www2.kyotocitylib.jp/  
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大阪府 大阪府立中央図書館 
https://www.library.pref.osaka.jp/site/central/ ホームページ 
https://www.library.pref.osaka.jp/site/central/dazai110.html 企画展示「太宰治生誕110年 太宰治の文壇交遊録」 
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大阪府 大阪市立中央図書館 
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/  
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奈良県 生駒市図書館 
http://lib.city.ikoma.lg.jp/toshow/index.asp  
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奈良県 生駒市図書館 
http://lib.city.ikoma.lg.jp/toshow/index.asp  
 
 
 
 

7/28 太宰治をテーマにビブリオバトルを
開催 チャンプ本は「回想の太宰治」 
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和歌山県 和歌山県立図書館 
https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/ ホームページ 

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/honkan/news/2019/06/post-15.html 太宰治生誕１１０周年 資料展示 
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兵庫県 神戸市立中央図書館 
 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/library/top/index.html  
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鳥取県 鳥取県立図書館 
 http://www.library.pref.tottori.jp/  
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島根県 島根県立図書館 
http://www.library.pref.shimane.lg.jp/  
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岡山県 瀬戸内市民図書館 
 https://lib.city.setouchi.lg.jp/  
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広島県 広島県立図書館 
 http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/  

 
 
 

http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/
http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/
http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/


 
山口県 防府市立防府図書館 
 http://www.library.hofu.yamaguchi.jp/  
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香川県 坂出市立大橋記念図書館 
 https://www.city.sakaide.lg.jp/site/toshokan-top/  
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香川県 ことひらまちじゅう図書館 
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徳島県 徳島市立図書館 
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/index.html   
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愛媛県 松山市立中央図書館 
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/kyseisaku/tosyokan.html  
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高知県 オーテピア高知図書館 
https://otepia.kochi.jp/library/   
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福岡県 福岡県立図書館 
https://www2.lib.pref.fukuoka.jp/   
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福岡県 福智町図書館 
http://fukuchinochi.com/    
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大分県 宇佐市民図書館 
https://www.facebook.com/usalib/   
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宮崎県 都城市立図書館 
http://mallmall.info/library.html  
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宮崎県 都城市立高城図書館 
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佐賀県 基山町立図書館 
https://www.kiyama-lib.jp/  
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長崎県 佐世保市立図書館 
https://www.library.city.sasebo.nagasaki.jp/  
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熊本県 菊陽町図書館 
https://www.kikuyo-lib.jp/  
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熊本県 菊池市中央図書館 
http://www.library-kikuchi.jp/library/  
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鹿児島県 指宿市立図書館 
http://www.minc.ne.jp/ibusukilib/  
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沖縄県 恩納村文化情報センター 
http://onna-culture.jp/cultural-information-center/  
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