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県立図書館スタッフおすすめの本
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岩手県立図書館では、子育てに関する資料を幅広く提供している
のをご存じですか︖また、お子様連れの方々に、図書館を快適に
図書館探検記 その 20
過ごしていただけるような設備もご用意しています。今回の特集では、
子育てに活用する︕ 子育てに関する当館の取り組みをそめちゃんがご案内します︕

子育て応援本コーナー
3 階児童コーナー内にあるこのコーナーは、子どもの食事、
病気、しつけ、発達・ 心理など、 さまざまな角度から子育
てについて知ることができるよう、図書や雑誌を取り揃えて
います。 人気雑誌 「たまひよ」 もありますよ♪
ひとくちに「子育て」と言っても知りたいことは
さまざま。トイレトレーニングや言葉の育て方、育児
休業など、自分に合った情報がきっと見つかるよ♪

絵本コーナー

今人気の絵本から、長く読み継がれている
絵本など、さまざまな絵本があります。
あかちゃん向けの絵本もあります♪

おはなし会

大国の謀略渦巻く中、剣でも魔法でもなく

各回共通

時 間 13:30-14:30

対 象 一般

テーマ

三陸沿岸地域で
獲られたサケの行方
11/1（金）9 時より申込受付

サケは昔から、沿岸地域にとって非常に経済性の
高い水産物でした。しかし、 非常に高い経済性を
持っていたがゆえに、積極的に外部に移出されて
きた歴史もあります。本講座では、近世から近代の
サケの流通に焦点を当て、その背景にあった文化
などついてお話しいただきます。
講師

集合

吉村 健司

3 階図書館入り口

氏

テーマ

第４回
2020
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くらしコーナー

このほかにも、 さまざまな楽しいイベントやコーナーが盛りだくさん︕
そめちゃんの 子育て中の方だけでなく、 これから子育ての準備をする方や、お孫さん
と一緒に過ごすおじいちゃんやおばあちゃんなど、いろんな人が楽しく
過ごせるよう、ぜひ岩手県立図書館をご利用くださいね♪

言語学者が描く異色のファンタジー！

鮭から見えるいわての海～食べるだけじゃもったいない！～

※開始15分前より
東京大学 大気海洋研究所
沿岸海洋社会学分野 特任研究員 会場にご案内します

そばにはシンクも
あるから便利！

ことばを武器に戦う少女と従者の物語。

協力：大気海洋研・海と希望の学校 in 三陸 盛岡分校

連続講座
全5回

子供用トイレもあるよ！

カーテンで仕切ることができるので、
安心してお使いいただけます。

まとめ

安野光雅が 30 年以上前に描いた絵について、
昔の自分と今の自分が問答する本です。 歌や
物語の挿絵、描いた本人も何だか忘れてしまっ
た絵。 でも、どの絵もあたたかく見ているだけで
懐かしくほっとしてしまいます。

12/7

※詳しい日時や内容については、
ホームページ、または、お電話にてご確認ください。

「生活」 「家庭」 「健康」 「シニア」 の 4 つの
テーマがあり、「生活」 のテーマの中に、
家族問題や子どもの問題、家庭教育
などに関する図書があります。

高田大介 著／講談社 出版

2019

図書館スタッフやボランティアの方々による
おはなし会を定期的に開催しています。

授乳室・おむつ交換台

安野光雅 絵・文／世界文化社 出版

第２回

日本語だけでなく、外国語の絵本も
あるから楽しそう！

図書館の魔女 上下

安野光雅のいかれたカバン

東北におけるサケ漁具
1/10（金）9 時より申込受付

現在、岩手県では川を遡上するサケは「ウライ」 と呼
ばれる川に作った仕切りで捕獲されています。 東北全
体では河口で行われるものから、遡上中のサケや、 産
卵場で群れるサケを狙ったものまで様々な形態が見ら
れ、川幅や水量、地形などによる地域差もあります。
本講座では、東北における漁具から見たサケ漁の多
様性について学びます。
講師

小谷 竜介

会場
氏

4 階ミニシアター

東北歴史博物館 主任研究員
東京大学大気海洋研究所 客員准教授

定 員 60名

テーマ

第３回
2020

1/１８

申込 来館またはお電話
方法 019-606-1730

受講料 無料

又兵衛祭りをめぐる民俗
12/1（日）9 時より申込受付

宮古市を流れる津軽石川は全国有数のサケが上
る川として知られ、 毎年11月30日には、その年の
サケの大漁を祈願する初鮭儀礼 「又兵衛祭り」 が
行われます。 本講座では、 又兵衛祭りを中心に、
鮭にまつわる民俗について学びます。
講師

吉村 健司

会場

4 階ミニシアター

氏

東京大学 大気海洋研究所
沿岸海洋社会学分野 特任研究員

図書館さんぽ

3階コンシェルジュデスク前集合

毎月開催しているガイドツアー。
コンシェルジュと一緒にさんぽ気分で
館内を巡ってみませんか︖

第１日曜日
①10︓00 ～
②13︓00 ～
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ツアー内容はいろいろ♪できるかぎり
リクエストにお応えしてご案内いたします︕
事前申込不要でどなたでもご参加いただけます。
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