
ご利用の前に

■市町村立図書館でも団体への長期の貸出を行っている場合が　

　あります。（実施の有無については、最寄りの図書館にお尋ねください）

■事前にご連絡いただければ団体書庫の見学が可能です。

　（団体貸出用の資料は一般貸出のものとは異なります）　

図書館利用者の拡大や読書の普及を目的として、

県内の学校に対し大量・長期の貸出を行っています。

団体貸出

貸出冊数

ご相談ください

貸出
冊数

貸出
期間

６ヶ月
以内

１回に限り６ヶ月の
期間延長が可能です

ご利用の際は

■あらかじめ利用登録が必要です。当館規定の団体登録申込書に

　ご記入いただきます。

■来館日程につきましては、他団体との調整があるため、　１ヶ月前

　までに希望日時をご連絡ください。

■図書の選定・貸出処理・返却処理・梱包・運搬は、利用者ご自身で

　行っていただきます。

■亡失・汚損・破損等があった場合は弁償をお願いしています。

県内の中学校・高校等に、東日本大震災の風化防止や防災

教育のため、震災関連資料のセット貸出を行なっています。

ご要望に合った資料を、震災資料担当者が選定いたします。

震災関連資料セット貸出

震災関連資料コーナー震災関連資料コーナー震災関連資料コーナー

６

■貸出のお申し込みをいただいてから引き渡しまでに

　一週間程度お時間をいただきます。

■セット貸出に係る送料は、学校でご負担ください。

　来館し、借受けることもできます。

■亡失・汚損・破損等があった場合は弁償をお願いしています。

１セット

３０冊
程度

貸出期間

お申し込みの際は
団体登録が必要です

団体登録

週間６

パスファインダーとは、あるテーマについて調べる

ときに役立つ資料やツールを紹介した手引きのこと

です。調べものをしたいけれど、どこから手をつけた

らよいかわからない、そんな時はパスファインダーを

ご利用ください。ホームページにも掲載しています。

図書館ではみなさんの「調べたい！」をサポートします。

▲子ども向け
　パスファインダー

テーマ

いわての神楽

身近な税金について

戦国時代を調べる～武将編～

雪の結晶

おばけって、ほんとにいるの？

どうぶつのせかい

▲テーマの一例

一
般
向
け

子
ど
も
向
け

パスファインダー

過去の企画展・ミニ展示の目録や図書館スタッフが

おすすめする資料のリストをホームページに掲載

しています。調べものや読書の参考にご利用ください。

テーマ別ブックリスト

タイトル カテゴリ

▲ブックリストの一例

大型えほん・大型かみしばい

児童向け
あまんきみこ

日本の戦争えほん

児童向け外国語資料

岩手の児童文学作家たち

岩手に残る教科書
岩手県関連

協力貸出とは、県立図書館が、県内の

図書館等に資料を貸し出すことをいいます。

岩手県立図書館の資料を、お近くの図書館

まで取り寄せることができますので、

ご利用の際は、最寄りの図書館等に

お気軽にご相談ください。

協力貸出
▼協力貸出の作業中

申込み

資料の搬送

市町村立図書館 岩手県立図書館

県立図書館の本を
貸してください！

県立図書館の本を
貸してください！

県立図書館
の資料

岩手県立図書館の
学校向けサービスのご案内

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7 番 1 号
　いわて県民情報交流センター［アイーナ］内
TEL 019-606-1730 ／ FAX 019-606-1731

Iwate Prefectural Library

図書館コンシェルジュ（案内人）が、

ご要望に合わせて図書館の中をご案内します。

■ご利用の際は、お問い合わせのうえ利用日の

　２週間前までにお手続きください。

■ご案内は事前予約制、受け付け順です。

　状況によりご希望に添えない場合があります。

■２０名を超える場合は、グループ分けや、時間帯の

　調整をしていただく場合があります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

授業の副教材として図書館資料を活用しませんか？

基本コース（４５分程度）

図書や雑誌など各コーナーの見学に加え、書庫など普段

入ることのできない場所もご案内します。

オプションコース

「誕生日の新聞を探そう」、「データベースを使ってみよう」

など、様々なコースをご用意しています。

図書館利用スタートコース（１５分～３０分程度）

各コーナーの見学をしながら、貸し出しや調べもの、

予約など、図書館の便利な使い方についてご案内します。

しらべものコンシェルジュガイドツアー

調べ学習・体験学習 総合的な
学習の場

岩手県全域にわたる郷土資料、調べもののため

の事典類を豊富に揃えていますので、歴史・

くらし・人・文化など、様々な学習テーマに

ご活用いただけます。

調べ

学習

体験

学習

公共施設・地域の情報拠点としての図書館の役

割と、司書という職業がどのような仕事を行う

のかについて、実際の業務を通して学んでいた

だくことができます。

ご利用の際は、２週間前までに申込みが必要です。

インターネットで･･･

当館のホームページから
古絵図・古文書などがご覧いただけます。

岩手県立図書館ホームページトップ画面岩手県立図書館ホームページトップ画面

イーハトーブ岩手電子図書館イーハトーブ岩手電子図書館 デジタルライブラリーいわてデジタルライブラリーいわて

デジタルアーカイブを活用して岩手の歴史や
地形を学ぶことができます。

クリッククリッククリック

直接来館して･･･

昔の新聞を活用することで当時の情勢を

うかがい知ることができます。

マイクロフィルムになっている

新聞を閲覧、複写（有料）

することができます。

マイクロフィルムコーナーマイクロフィルムコーナー

電子資料コーナーの新聞

データベースで記事の検索、

閲覧、複写（有料）を

することができます。

電子資料コーナー電子資料コーナー

中学・高校向け
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