平成 25 年４・５月分

予定の変更や参加申込みの要件等もありますので，詳しくは，各図書館に直接お問い合わせください。

図書館名

行事名
けんりつ・おはなし会

広島県立図

日時
４月 13 日（土），５月 11 日（土）25 日（土）午後２時
～

書館
ひろしまおはなしの旅おはなし会

４月 27 日（土）午後２時～

内容
絵本の読み聞かせなど。
平成 24 年に出版された絵本によるおはなし
会とブックトーク（注１）。
絵本の読み聞かせや手遊び，絵本の紹介な

妊婦さんへのおはなし会

４月２日（火），５月 18 日（土）午前 11 時～

ど。
定員：各 20 組

対象
幼児～一般

幼児～一般
妊婦さんとパ
ートナー，家
族，乳幼児と
保護者

わたべうたで親子の触合い。
講師：槙林芳恵（広島大人のわらべうたの会
広島市こども

４月３日（水）午前 11 時～

図書館

講師）
定員：15 組（要申込み。先着順。３月 27 日
（水）午前９時から，直接来館又は電話でお申

やってみよう！わらべうたで子育て

１歳４か月以
上の幼児と保
護者

し込みください。）
わたべうたで親子の触合い。
５月１日（水）午前 11 時～

講師：黒河恵子（広島大人のわらべうたの会
所属）
定員：15 組（要申込み。先着順。４月 24 日

０～１歳３か月
以下の乳幼児
と保護者

（水）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）
わたべうたで親子の触合い。
講師：槙林芳恵（広島大人のわらべうたの会
６月５日（水）午前 11 時～

講師）
定員：15 組（要申込み。先着順。５月 29 日
（水）午前９時から，直接来館又は電話でお申

１歳４か月以
上の幼児と保
護者

し込みください。）
４月６日（土）７日（日）13 日（土）14 日（日）21 日
おはなし会

（日）27 日（土）28 日（日）29 日（月），５月３日（金）

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と

４日（土）５日（日）６日（月）11 日（土）12 日（日）19

定員：各 30 名

保護者

日（日）25 日（土）26 日（日）午後３時～
お菓子の家をつくろう

４月 13 日（土）～５月 12 日（日）

おひざにだっこのおはなしかい

４月 19 日（金），５月 17 日（金）午前 11 時～

展示「おかしのくにへようこそ」

４月２日（火）～５月 12 日（日）

外国語のおはなし会

４月 13 日（土），５月 11 日（土）午後２時～

えほんとわらべうた

４月 26 日（金），５月 17 日（金）午前 11 時～

おはなしワールド

４月 27 日（土），５月 18 日（土）午前 11 時～

ダンボールで作成した大きな家にお菓子の
絵を貼り，お菓子の家を作る。

幼児～児童

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

乳幼児と保護

定員：各 30 組

者

お菓子が登場する本や絵本を展示。

乳幼児～一般

外国語による絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と

場所：アステールプラザ７階研修室

保護者

絵本の読み聞かせやわらべうたなど。

乳幼児と保護

場所：アステールプラザ４階大広間

者

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と

場所：アステールプラザ５階中音楽室

保護者

広島市立中
区図書館

図書館であそぼう「スイーツデコを
つくろう」

スィーツデコでオリジナル小物を作る。
４月 27 日（土）午後２時～

講師：中木風子（NPO ひろしまインターネット 幼児～一般
美術館工作インストラクター）

場所：アステールプラザ４階工作実習室
定員：20 名（要申込み。先着順。３月 23 日
（土）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）
材料費：300 円
お手玉で遊ぶ。（お手玉は図書館で準備しま
す。）
図書館であそぼう「たのしいお手
玉」

５月 25 日（土）午後２時～

講師：森下恵子（「お手玉の会」代表）
場所：アステールプラザ４階工作実習室

幼児～一般

定員：20 名（要申込み。直接来館又は電話で
お申し込みください。）
展示「おかし，だいすき！」

４月２日（火）～５月 12 日（日）

展示「祝！J リーグ 20 周年」

５月１日（水）～30 日（木）

おひざにだっこのおはなし会

わくわくおはなし会
広島市立東

おはなし会

区図書館

４月 10 日（水）24 日（水），５月８日（水）22 日（水）
午前 11 時～
４月 20 日（土）午後２時～
４月 28 日（日），５月 18 日（土）26 日（日）午前 11
時～

本を展示。
J リーグ誕生 20 周年を記念し，サッカーに関
する本を展示。
絵本の読み聞かせやわらべうたなど。

おはなしと音楽など。

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

児童～一般

児童～一般
乳幼児と保護
者
幼児～児童と
保護者
幼児～児童と
保護者

絵本の上映と絵本の読み聞かせ。

幼児～児童と

定員：30 名（当日先着順）

保護者

～４月 29 日（月）

新生活や友だちなどに関する本を展示。

児童～一般

５月１日（水）～30 日（木）

自然や旅行などに関する本を展示。

児童～一般

４月９日（火），５月 14 日（火）午前 10 時 30 分～，

絵本の読み聞かせやわらべうたなど。

乳幼児と保護

こども映画会

５月 11 日（土）午前 10 時 30 分～

展示「あたらしい友だち」
展示「でかけてみよう！」
広島市立南 こぐまちゃんクラブ

お菓子の登場する本や，お菓子の作り方の

区図書館

午前 11 時５分～

者

おなはしアリス

４月 13 日（土），５月 11 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや折り紙など。

おはなし玉手箱

４月 20 日（土）午前 11 時～

ストーリーテリング（注２）など。

おはなしクラブ

４月 20 日（土），５月 18 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせや折紙芝居など。

おはなしポッケ

４月 27 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。
小麦粘土でカラフルなケーキを作る。

こむぎねんどでケーキをつくろう

４月 27 日（土）午後１時～，午後２時～

定員：各 10 名（要申込み。先着順。４月２日
（火）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）

展示「ぼくたちのまいにち，わたした
ちのくらし」
展示「こんなことある？ない？」

えほんくらぶ

おはなしキャンドル

幼児～児童と
保護者
幼児～一般
幼児～児童と
保護者
幼児～児童と
保護者
３歳～児童
（幼児は保護
者同伴）

～４月 28 日（日）

子どもの生活に関する本を展示。

児童

５月１日（水）～30 日（木）

ナンセンス絵本を展示。

児童

４月 12 日（金）25 日（木），５月 10 日（金）23 日（木）
午前 11 時～

４月 13 日（土），５月 11 日（土）午前 11 時～

広島市立西

絵本の読み聞かせや手遊び，懇談など。
定員：各 13 組（先着順。当日，午前 10 時 30
分から整理券を配ります。）
ストーリーテリング。（注２）（昔話やわらべう
たなどを楽しむ会）

乳幼児と保護
者

幼児～一般

フェルトなど身近なもので簡単にできるお菓

区図書館

子を作る。
作ってみよう！フェルトのケーキ

４月 20 日（土）午前 10 時～

場所：西区民文化センター３階大会議室
定員：20 名（要申込み。先着順。４月３日
（水）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）

児童

おはなし会
展示「おおきくなったら，なににな
る？」
展示「たびにでよう」
おはなし会

０１２才のおはなし会

幼児～児童と

４月 27 日（土），５月 25 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

４月２日（火）～29 日（月）

将来の夢や職業などに関する本を展示。

幼児～児童

５月１日（水）～29 日（水）

旅に関する本を展示。

幼児～児童

４月６日（土）20 日（土），５月４日（土）18 日（土）午

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と

前 11 時～

場所：安佐南区民文化センター

保護者

４月 13 日（土）25 日（木），５月 11 日（土）30 日（木）
午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
場所：安佐南区民文化センター
定員：各 20 組（先着順）

保護者

乳幼児と保護
者

おはなし会とクッキー作り。
講師：鈴木恵子（「Tea Party）主宰）
場所：古市公民館

広島市立安

親子でつくろう，かしなりくん

４月 27 日（土）午前 10 時～

佐南区図書

持参物：600 円(参加費），エプロン，三角巾， 小学校１～３
マスク，タオル，布巾，飲み物，持帰り用容器

年生と保護者

定員：８組（ 要申込み。先着順。４月３日（水）

館

午前９時から，直接来館又は電話でお申し込
みください。）
フェルトのケーキを作る。
講師：柏原美香（みかまるフェルト）
親子でつくる フェルトのケーキ

５月 11 日（土）午後１時 30 分～

持参物：500 円(材料費），糸切バサミ

小学校４～６

定員：10 組（ 要申込み。先着順。５月１日

年生と保護者

（水）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）
おなかの赤ちゃんと楽しむおはなし
会

５月 29 日（水）午後２時～

本の読み聞かせや紹介など。

妊婦さんとパ
ートナー

展示「おかしの本」

乳幼児のおはなし会

おはなし会

～５月 12 日（日）

４月 18 日（木），５月 16 日（木）午前 10 時 30 分～，
11 時～
４月 20 日（土）28 日（日），５月 18 日（土）26 日（日）
午後２時～

本を展示。
絵本の読み聞かせや手遊びなど。
定員：各 10 組程度（先着順。当日，午前 10
時から整理券を配ります。）
絵本の読み聞かせなど。

児童

乳幼児と保護
者
幼児～児童と
保護者

糸で縫ったり，ボンドで貼ったりして，フェルト

広島市立安

のアイスセットを作る。

佐北区図書
館

お菓子の登場する本や，お菓子の作り方の

ぬってはってつくってみよう 親子で
つくるフェルトのアイスセット

講師：柏原美香（みかまるフェルト）
４月 21 日（日）午後１時 30 分～

持参物：500 円(材料費），糸切バサミ
定員：10 組（要申込み。先着順。４月２日

小学校４～６
年生と保護者

（火）午前９時から，直接来館又は電話でお申
し込みください。）
展示「甘いもの大好き！！」

４月２日(火）～29 日（月）

お菓子などの関連図書を展示。

児童～一般

展示「旅してみない？」

５月１日（水）～30 日（木）

旅に関する本を展示。

児童～一般

おはなし会

乳幼児のおはなし会

４月 20 日（土）27 日(土），５月 18 日（土）25 日（土）
午前 11 時～
４月 25 日（木），５月 23 日（木）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

絵本とわらべうたなど。

広島市立安

幼児～児童と
保護者
乳幼児と保護
者，妊婦さん
乳児（赤ちゃ

芸区図書館 乳児のおはなし会

４月 25 日（木），５月 23 日（木）午前 11 時～

赤ちゃん絵本とわらべうたなど。

ん）と保護者，
妊婦さん

雑誌リサイクルフェア

５月 12 日（日）午前９時～（なくなり次第終了）

展示「お菓子な本棚 －食べても読 ～５月 12 日（日）

図書館での保存期限が切れた雑誌の無償
譲渡。（１人３冊まで。）
お菓子の登場する本を展示。

児童～一般
幼児～児童

んでもおいしいね！－」
展示「鳥となかよし！」

５月 14 日（火）～29 日（水）

鳥の登場する本を展示。
絵本の読み聞かせなど。

４月 13 日（土），５月 11 日（土）午前 11 時～

場所：佐伯区民文化センター２階音楽室
定員：各 50 名

児童～一般
幼児～児童と
保護者

おはなし会
絵本の読み聞かせなど。
４月 27 日（土），５月 25 日（土）午後２時～

場所：佐伯区民文化センター２階音楽室
定員：各 50 名

広島市立佐
伯区図書館 乳幼児向けおはなし会

展示「さくら さくら」
展示「さがしてみよう！本のなかの
お菓子」

４月 24 日（水），５月 22 日（水）午前 10 時 30 分～，
午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
場所：佐伯区民文化センター２階大広間
定員：各 20 組

者
児童～一般

４月 13 日（土）～５月 12 日（日）

お菓子に関する本を展示。

児童～一般

ひろしまフラワーフェスティバルにちなみ，お

おはなし会

４月 13 日（土），５月 11 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。

BOOK－KIDS

４月 25 日（木），５月 23 日（木）午前 10 時～

絵本との触合いや手遊び歌など。

祭りに関する本を展示。

広島市立佐
伯区図書館
５月 12 日（日）午後１時～

覧室

本」

乳幼児と保護

桜に関する本を展示。

５月１日（水）～30 日（木）

展示「読んでもおいしいお菓子の

保護者

４月２日（火）～29 日（月）

展示「世界のお祭り」

湯来河野閲 マンガイラスト教室

幼児～児童と

漫画やイラストの教室。
定員：20 名（要申込み。先着順。）

児童～一般
乳幼児～一般
乳幼児と保護
者
幼児～児童
（幼児は保護
者同伴）

４月２日（火）～５月 30 日（木）

お菓子の本を展示。

児童～一般

広島市まん

展示「杜野亜希特集」

～４月 29 日（月）

杜野亜希の作品を貴重書を中心に展示。

児童～一般

が図書館

展示「お菓子のまんが特集」

～５月 30 日（木）

『あんどーなつ』・『夢色パティシエール』な

児童～一般

ど，お菓子をテーマにした漫画を展示。
展示「萩尾望都特集」
広島市まん

５月１日（水）～

おかしなお菓子なクイズをさかせ！ ４月 13 日（土）～５月 12 日（日）

が図書館あ
さ閲覧室

展示「おかしなお菓子なまんが」

４月 13 日（土）～５月 12 日（日）

呉市中央図 プーさんのはじめましてのえほんか ５月６日（月）13 日（月）20 日（月）27 日（月）午前 11
書館
呉市昭和図
書館
呉市安浦図
書館

い
とんぼのめがねのえほんかい

このゆびとまれのちいさな絵本会

市立竹原書 第 22 回文庫まつり「おはなしひろ
院図書館
三原市立中
央図書館

ば」

展示「さわってたのしむ布の絵本」

まちかど紙芝居
尾道市立中

時 30 分～
４月 28 日（日）午前 10 時 30 分～，午前 11 時 20
分～
４月 27 日（土）午前 10 時～

萩尾望都の作品を貴重書を中心に展示。
閲覧室に隠された，マッピーとお菓子のイラ
ストを探し，クイズに答えるイベント。
お菓子に関する漫画本を展示。
絵本の読み聞かせなど。

絵本の読み聞かせなど。

絵本の読み聞かせなど。

児童～一般
児童～一般
児童～一般
０～２歳児と保
護者
乳幼児～一般
０～２歳児と保
護者

ペープサート（注３）やエプロンシアター（注
４月 27 日（土）午前 10 時 30 分～

４），人形劇など。

乳幼児～一般

場所：たけはら美術館文化創造ホール
５月 25 日（土）～

４月 27 日（土）午後０時～，午後０時 30 分～
※ 雨天中止

ボランティアグループ「コスモス文庫」の手作
り布絵本を展示。

乳幼児～一般

尾道の民話伝説紙芝居『住吉浜とお奉行
様』・『千光寺の玉の岩』を街角で上演する。

乳幼児～一般

場所：尾道商業会議所記念館広場

央図書館
第 33 回としょかんこどもフェスティ
バル

５月 12 日（日）午後２時～

子どもゴスペル＆ミニコンサート

４月 28 日（日）午後２時～

こどもの日おはなし会スペシャル

５月５日（日）午後２時～（変更の場合あり）

展示「図書館員おすすめの本」

４月 23 日（火）～５月 12 日（日）

尾道市立み
つぎ子ども図
書館

人形劇サークル「パフ」による公演。「ブラック
ファンタジー」や大型紙芝居，人形劇など。

乳幼児～一般

子どもゴスペルとギター，ハーモニカ，ウッド 乳幼児～一
ベースなどによるコンサート。
春をテーマにした，大型紙芝居やエプロンシ
アター（注４）など。
図書館員がお薦めする本の冊子を作成・

般
乳幼児～一般
乳幼児～一般

配布し，その本を展示。
尾道市立因 子ども読書週間行事 影絵であそ
島図書館

ぼう！アラビアンナイトのお話

「おはなしひろばポレポレ」による影絵や影絵
４月 21 日（日）午後２時～

クイズなど。
定員：30 名
「赤ちゃんと絵本をひらく時間の楽しさ」をテ

赤ちゃんと絵本講座

５月１日（水）午前 10 時 30 分～

ーマにした，講話など。
講師：おはなしグループまめっちょ

尾道市立向
島子ども図

幼児～一般

英語のおはなし会。

０～２歳児と保
護者

セドリックさんの英語でおはなし会

５月 12 日（日）午前 10 時 30 分～

掲示

４月中

展示「お菓子好き・あつまれ～！」

４月中

お菓子に関する本や絵本を展示。

乳幼児～一般

ほんわか はるのおはなし会

４月 21 日（日）午後２時～

人形劇や大型絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

春の毎日のおはなし会

５月７日（火）～５月 10 日（金）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

５月 11 日(土）午後３時～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

講師：能登セドリック（英会話講師）

幼児～一般

書館

福山市中央
図書館

福山市松永 春のわくわくおはなし会
図書館
展示「むかし むかし」
「おはなし会」～たくさん読んで 大
福山市北部 きくなあれ～

４月１日（月）～５月 31 日（金）

５月 11 日（土）午後１時 30 分～

図書館

福山市東部
図書館
福山市沼隈
図書館

展示「いろんな絵本みーつけた」

４月 17 日（水）～５月 12 日（日）

てじな de おはなし会

４月 21 日（日）午後２時～

はじまりの春！コンサート

４月 14 日（日）午前 11 時～

折り紙教室の講師・亀山早苗先生の折り紙
作品を展示。

昔話の人形や布絵本，昔話や民話などの本
を展示。
大型絵本の読み聞かせ，エプロンシアター
（注４），簡単な工作など。
しかけ絵本や豆本，布絵本など，様々な絵本
を展示。
手品や大型絵本の読み聞かせなど
木管楽器によるコンサート。
出演：サンバルオーケストラ（木管五重奏

乳幼児～一般

乳幼児～一般

幼児～一般

乳幼児～一般

幼児～児童

乳幼児～一般

「MocGyo」）
おはなし会「春でウキウキ！本でワ
クワク！」

４月 27 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせと簡単なミニ本作りな
ど。
紙製の壁掛けフォトフレームを作成する。

講座「ぬまくま de つくローズ～バラ
いっぱいのフォトフレーム」

５月 25 日（土）午後２時～

定員：15 名（先着順。５月７日（火）午前 10 時
から、直接来館又は電話でお申し込みくださ
い。）

幼児～一般

児童～一般
（小学生は保
護者同伴）

展示「きっとみつかるよ あなたの
すきな本～図書館職員おすすめの ４月３日（水）～４月 30 日（火）

小・中学生におすすめの本を展示。

児童～一般

本 90 冊～」
福山市新市
図書館

春のおはなし会

５月 12 日（日）午後２時～

英語でたのしいおはなし会

５月１１日（土）午前 11 時～

春のおはなし会

５月 11 日（土）午後２時～

展示「見てさわって楽しい布絵本」

４月 17 日（水）～５月 23 日（木）

春のおはなし会スペシャル

５月 11 日（土）午後２時～

福山市かん
なべ図書館

府中市立図
書館

展示「2012 年度児童書ベストリーダ

大型絵本・エプロンシアター・パネルシアター
（注５）など。
英語と日本語での読み聞かせなど。
内容：『ちょこのお母さん』カザ敬子作
大型絵本・布絵本の読み聞かせ、手遊びな
ど。
布絵本を展示。
大型絵本や大型紙芝居，ストーリーテリング
（注２）など。

幼児・児童

幼児～児童

幼児～児童
乳幼児～一般
幼児～一般

４月 24 日（水）～５月 12 日（日）

児童書ベストリーダーを展示。

幼児～一般

４月６日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

三次市立図 おはなし会「ぐるんぱ」

４月 10 日（水）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

書館

おはなし会「たんぽぽ」

４月 20 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

トトロのおはなし会

４月 27 日（土）午後３時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

ー」
このほんだいすきぷーさんの会

展示「名探偵登場！」

～４月下旬

展示「世界遺産」

～５月下旬

展示「SWEETS!SWEETS!」

４月初旬～

展示。

乳幼児～一般

ばんびのお話し広場

４月 27 日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

絵本の会「空色のたね」

４月 20 日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

絵本の会「どんぐり」

４月 20 日（土）午後３時 15 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

おはなし広場

４月６日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

おはなし会

４月 16 日（火）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

三次市立三 絵本の広場

４月 21 日（日）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

和図書館

４月 24 日（水）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

三次市立君
田図書館
三次市立布
野図書館
三次市立作
木図書館
三次市立吉
舎図書館
三次市立三
良坂図書館

三次市立甲
奴図書館
庄原市立図
書館

おひざにだっこのおはなしタイム

日本を中心に世界遺産を紹介する本を展
示。

児童～一般
児童～一般

絵本の読み聞かせなど。
「へびくんのおさんぽ」のお話し会

４月 20 日（土）午後２時～

場所：甲奴町ジミーカーターシビックセンター 幼児～一般
２階創作室

展示「図書の展示」

４月１日（月）～５月 13 日（月）

おはなし会スペシャル

４月 20 日（土）午前 10 時 30 分～

図書館クイズ

４月 23 日（火）～５月 12 日（日）

昔話など，おはなしに関するクイズ。

幼児～児童

展示「ミニ菓子博」

４月中

展示。

児童～一般

大竹市立図
書館

名探偵の登場する小説を展示。

『こどものとも復刻版』１～150 号を展示。
絵本の読み聞かせやストーリーテリング（注
２）など。

幼児～一般

幼児～児童

展示「おとこのこの本おんなのこの

５月中

展示。

児童

やってみようむかしのあそび

４月 27 日（土）午後２時～

昔の遊びを体験。

幼児～一般

春休み図書館へようこそ

４月３日（水）午前 11 時～

本」
東広島市立
黒瀬図書館
東広島市立
福富図書館
東広島市立
河内こども図 おはなしおはなしオンパレード

４月 20 日（土）午前 10 時～

書館
はつかいち
市民さいき図 図書館クイズ

４月 23 日（火）～５月 12 日（日）

書館
安芸高田市
立中央図書 展示「ぼくの・わたしの・本の帯」

４月２日（火）～５月 12 日（日）

館
安芸高田市
立八千代図
書館

展示「春ですよ！～いきものいっぱ
い～」

４月～５月中

図書館内でのルールや本の扱い方，本の選 小学校１～３
び方を学ぶおはなし会。
１日丸ごとおはなし会の日。計５回のおはな
し会と「いつでもおはなし会」を行う。

図書館の利用方法や本の調べ方などが学
べるクイズ。

小学校５年生が授業で作成した「本の帯」
を，その本と共に展示。

春になり，あちこちで活動を再開する身近な
生物や動物の本を展示。

年生

幼児～一般

児童～一般

児童～一般

児童～一般

江田島市立
江田島図書 こどもの日スペシャル

５月５日（日）（時間は未定）

エプロンシアター（注４）など。

乳幼児～児童

５月５日（日）（時間は未定）

工作で，お菓子の家を作る。

幼児～児童

館
こどもの日スペシャル「ダンボール
江田島市立 のお菓子の家作ろう！」
能美図書館
展示
府中町立図 おはなし会スペシャル

４月 25 日（木）～５月 28 日（火）
４月 20 日（土）午後３時～

「ひろしま菓子博 2013」に合わせ，お菓子を
テーマにした絵本や童話などを展示。
おはなし会スペシャルを開催し，おはなしや

乳幼児～一般
乳幼児～一般

書館

本に触れることの楽しさを実感する。
ブックリサイクル市や，０～３歳児対象のお

熊野町立図 第８回図書館まつり

４月 28 日（日）午前 10 時～

書館

はなし会，ペープサート（注３），手作りパンの
販売，しおり作り，「ありがとう，こぐま号」応募

乳幼児～一般

作品の展示など。
展示「うたえほん」
おはなし会

坂町立図書

４月２日（火）～28 日（日）
４月 18 日（木）25 日（木），５月 16 日（木）23 日（木）
午前 10 時 30 分～

館
図書館こどもまつり

世羅町図書
館

４月 27 日（土）午前９時～

歌に関する本を展示。
絵本や紙芝居などの読み聞かせなど。
ミニ絵本作りや図書館の仕事体験，絵本の
読み聞かせなど。
絵本『からすのパンやさん』に登場するパン

絵本の世界のクッキング

５月 11 日（土）午前９時～，午後１時～

を作る。
定員：各 20 名（要申込み）

神石高原町

展示「祝 入学・進学特集」

～４月 30 日（火）

展示「親子で料理・お弁当特集」

４月 16 日（火）～５月 31 日（金）

シルトピアカ
レッジ図書
館

大崎上島文 読み語り

児童
乳幼児と保護
者
乳児～児童と
保護者
幼児（年中）～
児童

勉強に役立つ本や学校などが舞台の絵本・ 児童～生徒と
小説などを展示。
春の行楽に向けて，料理や弁当作りの本を
展示。

保護者
児童～生徒と
保護者

４月 21 日（日）午前 10 時 30 分～

絵本の読み語りや紙芝居など。

幼児と保護者

５月 18 日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み語りなど。

幼児と保護者

化センター情
報プラザ・エ 読み語り
ル

注 １ ブックトークとは，一定のテーマを立てて，複数の本の内容を紹介すること。
２ ストーリーテリングとは，昔話や創作童話などを覚えて語ること。おはなし。素ばなし。
３ ペープサートとは，紙に人形などを描いて切り抜いたものに棒を付け，背景の前で動かして演じる人形劇のこと。紙人形芝居。
４ エプロンシアターとは，エプロンを舞台にした人形劇のこと。
５ パネルシアターとは、絵人形を、パネルに貼ったり、取ったりしながらおはなしを進めていくもの。

県内図書館以外の行事
行事名

日時

場所

めだかっこあつま ４月 17 日（水），５月１日（水）15 日（水） （熊野町）熊野西
れ

午前 11 時～

公民館

読書の広場スペ ４月 20 日（土），５月 18 日（土）午後１時 （熊野町）熊野西
シャル

30 分～

公民館

内容
紙芝居や絵本の読み聞かせ，簡単な折り紙や
工作など。
季節にちなんだ絵本の読み聞かせや紙芝居，
簡単な工作など。

対象

問合せ先

未就学児と保 （熊野町）熊野西
護者
乳幼児～一般

公民館
（熊野町）熊野西
公民館

