県内図書館の行事（平成 25 年 11 月）

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

日時

内容

対象

広島県立図書 図書部！！

11 月３日（日）午前 10 時 30 分～

県立図書館フェアの見学，ビブリオバトルに参加。

中～大学生

館

11 月９日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

けんりつ・おはなし会

広島のまち自慢や民話，東日本大震災被災地福島の
お話，子ども向けなど，手作り紙芝居を中心に上演。パ
第３回ひろしま紙芝居祭

11 月 16 日（土）午前 10 時 40～ ンや飲み物の販売などもある。
（紙芝居は午前 11 時から上演）

場所：ハーノバー庭園（旧市民球場跡地北側），雨天

乳幼児～一般

の場合はこども文化科学館研修室・こども図書館
広島市立中央

主催：ひろしま紙芝居祭実行委員会

図書館

持ち込み，持ち帰り自由の本の交換市。持ち帰りのみ
「本の交換市」＆ブックカフェ

11 月 10 日（日）午前 10 時～

も可能。１人 30 冊まで。当日は，ブックカフェや緑陰読 乳幼児～一般
書コーナーを設置。

広島文学資料室サテライト展
示「『ごんぎつね』と『赤い鳥』

生誕百年を迎えた新美南吉の代表作「ごんぎつね」を
～11 月 28 日（木）

童話」
広島市こども図
書館

家を紹介。
11 月２日（土）３日（日）９日（土）

おはなし会

中心に児童雑誌「赤い鳥」から生まれた童話や，その作 乳幼児～一般

10 日（日）17 日（日）23 日（土）24
日（日）30 日（土）午後３時～

絵本の読み聞かせやストーリーテリング（注１）など。
定員：30 名

幼児～児童と保護者

わらべうたで親子の触れ合い。
やってみよう！わらべうたで子
育て

講師：黒河恵子，槙林芳恵（広島大人のわらべうたの
11 月６日（水）午前 11 時～

会講師）
定員：15 組（要申込み。先着順。10 月 30 日（水）午前９

０歳～１歳３か月の乳幼
児と保護者

時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
おひざにだっこのおはなしか
い
妊婦さんへのおはなし会

11 月 15 日（金）午前 11 時～

11 月 16 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
定員：30 組

乳幼児と保護者

絵本の読み聞かせ，手遊びや絵本の紹介など。

妊婦とパートナー，家族，

定員：20 組

乳幼児と保護者

講演会「聞く力・読む力をはぐ

講師：松本なお子（愛知大学非常勤講師）

くむために―読み聞かせの意 11 月 30 日（土）午前 10 時～

場所：広島市こども文化科学館１階アポロホール

義と方法」

定員：200 名

市内の学校や地域で読
み聞かせなどをしている
ボランティア，関心のある
方

わらべうたで親子の触れ合い。
やってみよう！わらべうたで子
育て

12 月４日（水）午前 11 時～

講師：槙林芳恵（広島大人のわらべうたの会講師）

１歳４か月以上の幼児と

定員：15 組（要申込み。先着順。11 月 27 日（水）午前９ 保護者
時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）

図書展示「あつまれワンワ
ン！」
「図書館を使った調べる学習
コンクール」受賞作品展
図書展示「「ぐりとぐら」は 50 さ
い！」
広島市立中区
図書館

おはなしとこども映画会

11 月１日（金）～11 月 28 日（木）

犬の日（11 月１日）にちなんで，ペットや働く犬など，さ
まざまな犬が出てくる図書を幅広く展示。

乳幼児～一般

ひろしま図書館まつりの開催（10 月 19 日（土）～11 月
～11 月 10 日（日）

10 日（日））に合わせて，第 15，16 回の同コンクール入 乳幼児～一般
賞作品の複製を展示。

11 月 30 日（土）～

11 月２日（土）午前 10 時 30 分～

平成 25 年 12 月に出版 50 周年を迎える「ぐりとぐら」
シリーズをはじめ，２人の著者のほかの作品も展示。
映画の上映と絵本の読み聞かせなど。
場所：アステールプラザ５階中音楽室

乳幼児～一般

幼児～児童と保護者

外国語のおはなし会

11 月９日（土）午後２時～

えほんとわらべうた

11 月 15 日（金）午前 11 時～

おはなしワールド

11 月 16 日（土）午前 11 時～

外国語による絵本の読み聞かせなど。
場所：アステールプラザ７階研修室
絵本の読み聞かせとわらべうた。
場所：アステールプラザ４階大広間
絵本の読み聞かせなど。
場所：アステールプラザ５階中音楽室

幼児～児童と保護者

乳幼児と保護者

幼児～児童と保護者

割り箸と洗濯ばさみを使ってバランスツリーを作る。
図書館で遊ぼう「ドキドキバラ
ンスツリーを作ろう！」

11 月 23 日（土）午後２時～

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。直接来館又は電話でお申し込

幼児～一般

みください。）
展示「おもしろいからこれぜひ
読んで」
展示「終活をはじめよう～人生
の最終章を考える～」

～11 月 10 日（日）

11 月 12 日（火）～30 日（土）

職員お勧め本を展示。
エンディングノート，遺言，葬式，お墓などに関する図
書を展示。

児童～一般

児童～一般

ペーパークイリングで飾りを作る。
ペーパークイリング～紙であ
そぼう！～

講師：得能美由紀
11 月９日（土）午前 10 時～

時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
おひざにだっこのおはなし会
おはなし会
展示「みんなでたすけあい」

広島市立南区
図書館

小～中学生

定員：20 名（要申込み。先着順。10 月１日（火）午前９

広島市立東区
図書館

場所：東区民文化センター３階中会議室

11 月 13 日（水）午前 11 時～
11 月 16 日（土）午後２時～ ，24
日（日）午前 11 時～
11 月１日（金）～24 日（日）

平成 25 年度ひろしま図書館ま
つり「南区図書館 雑誌リサイ 11 月２日（土）午前 10 時～
クルフェア」

絵本の読み聞かせやわらべうたなど。

乳幼児と保護者

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童

介護・福祉・バリアフリーに関する本を展示。

児童～一般

保存年限の切れた雑誌を無料で譲渡する。（１人 10

広島市立図書館の貸出

冊まで）
場所：南区民文化センター３階ギャラリー

利用券をお持ちの方，又
は新しく作成する方

定員：100 名（要申込み。先着順。往復はがきにて申
込み。10 月１日（火）消印分より有効。来館にて申し込
みの場合は，表面を記入した返信用はがきを持参のこ
と。）
おはなしアリス
こぐまちゃんクラブ

11 月９日（土）午前 11 時～
11 月 12 日（火）午前 10 時 30 分
～，午前 11 時５分～

おはなしクラブ

11 月 23 日（土）午後２時～

展示「ふしぎ，ふしぎ」

11 月１日（金）～28 日（木）

えほんくらぶ

11 月８日（金）28 日（木）午前 11
時～

広島市立西区
図書館

絵本の読み聞かせや折り紙など。

幼児～児童

絵本の読み聞かせや折り紙など。

乳幼児と保護者

紙芝居など。

幼児～児童

動物，植物，自然に関する科学絵本，知識絵本を展
示。

児童

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 乳幼児と保護者
理券を配ります。）
ストーリーテリング（注１）（昔話やわらべうたなどを楽

おはなしキャンドル

11 月９日（土）午前 11 時～

おはなし会

11 月 23 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

幼児～児童

展示「そらはひろいな」

11 月１日（金）～30 日（土）

天気，宇宙に関する本を展示。

幼児～児童

11 月３日（日）16 日（土）午前 11

絵本の読み聞かせなど。

時～

場所：安佐南区民文化センター

おはなし会
広島市立安佐

しむ会）。

幼児～一般

幼児～児童

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

南区図書館
０１２才のおはなし会

11 月９日（土）28 日（木）午前 11

場所：安佐南区民文化センター

時～

定員：各 20 組（先着順。当日午前 10 時 30 分から，整

乳幼児と保護者

理券を配ります。）
広島市立安佐 おはなし会

11 月９日（土）16 日（土）24 日（日）
午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護者

街道を散策して，可部の歴史についての話を聞く。

小学校５年生～一般

北区図書館
可部町歩き講座

11 月 17 日（日）午前９時～（午前

８時 30 分から受付）

講師：梶川暢之（可部夢街道まちづくりの会事務局長）
定員：20 名（要申込み。先着順。11 月１日（金）午前９
時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
持参物：タオル，水筒，筆記用具，参加費 50 円（保険
料），歩きやすい靴でお越しください。
集合場所：JR 可部駅前広場

乳幼児のおはなし会

展示「昔の暮らしと遊び」

11 月 21 日（木）午前 10 時 30 分
～，午前 11 時～
11 月１日（金）～30 日（土）

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
定員：各 10 組（当日午前 10 時から，整理券を配りま 乳幼児と保護者
す。）
昔の暮らしと遊びに関する本を展示。

児童～一般

持ち込み，持ち帰り自由の不用本の交換市。１人 20
冊まで。
本の交換市

11 月 10 日（日）午前 10 時～

当日午前９時より整理券を配布。初めの１時間のみ， 児童～一般
15 分刻みで整理券をお持ちの方が入室可。その後，フ
リータイム制。

広島市立安芸
区図書館

おはなし会

おはなし会

11 月 16 日（土）23 日（土）午前 11
時～
11 月 28 日（木）午前 10 時 30 分
～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護者

絵本とわらべうたなど。

乳幼児と保護者，妊婦

おはなし会

11 月 28 日（木）午前 11 時～

赤ちゃん絵本とわらべうたなど。

乳児と保護者，妊婦

展示「しゅっぱつしんこう！」

11 月１日（金）～30 日（土）

乗り物，鉄道に関する本を展示。

児童～一般

安佐動物公園飼育係による，動物の不思議のお話。
広島市立佐伯 飼育係がおしえちゃう！動物
区図書館

のフシギ，い～っぱい

講師：南方延宣（安佐動物公園飼育係）
11 月４日（月）午前 10 時～

場所：佐伯区民文化センター大会議室
定員：50 名（要申込み。先着順。10 月３日（木）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

絵本の読み聞かせなど。
おはなし会

11 月 16 日（土）午前 11 時～

場所：佐伯区民文化センター音楽室

幼児～児童と保護者

定員：50 名
絵本の読み聞かせなど。
おはなし会

11 月 23 日（土）午後２時～

場所：佐伯区民文化センター音楽室

幼児～児童と保護者

定員：20 組

乳幼児向けおはなし会

11 月 27 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大広間

乳幼児と保護者

定員：各 20 組

展示「いろいろ写真絵本」

11 月１日（金）～28 日（木）

写真絵本を展示。

児童～一般

おはなし会

11 月９日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

湯来カルタで塗り絵を楽しむ。
マンガイラスト教室

11 月 10 日（日）午後１時～

広島市立佐伯

定員：20 名（要申込み。先着順。10 月１日（火）から，

幼児～一般

直接来館又は電話でお申し込みください。）

区図書館湯来
河野閲覧室

講師：甲斐さゆみ・迫田良明

BOOK-KIDS

11 月 28 日（木） 午前 10 時～

絵本との触れ合いや手遊び歌など。

乳幼児と保護者

秋

11 月１日（金）～30 日（土）

秋のお話の本を展示。

児童

江戸の湯来を見る

～11 月 30 日（土）

旧広島藩の絵師，岡岷山が描いた湯来地区の絵をパ
ネルにしたものを展示。

乳幼児～一般

プロの漫画家の先生に教えてもらって，イラスト・漫画
の描き方を学ぶ。
広島市まんが
図書館

講師：南一平
イラスト漫画講座

11 月２日（土）午前 10 時～

定員：15 名（要申込み。先着順。10 月１日（火）午前 10 中学校１年生～18 歳
時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
持参物：胸から頭までの正面の人間の顔を鉛筆書きし
たもの（紙は A４まで），筆記用具（鉛筆，消しゴム・あれ

ばペン入れでいつも使っているペン）
プロの漫画家の先生に教えてもらって，イラスト・漫画
の描き方を学ぶ。

イラスト漫画講座

11 月３日（日），４日（月）午前 10
時～

講師：甲斐さゆみ，迫田良明
定員：各 20 名（要申込み。先着順。10 月１日（火）午前 小学校３年生～６年生
10 時から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
持参物：筆記用具（鉛筆，消しゴム），色を塗るもの（色
鉛筆・サインペンなど）

魔女・おばけ特集

～11 月 28 日（木）

田中宏特集

11 月１日（金）～

「カードキャプターさくら」「ぬらりひょんの孫」等，魔女
やおばけが出てくる漫画本を展示。
田中宏の漫画を，書庫の本を中心に展示。

幼児～一般
幼児～一般

閲覧室に隠されたマッピーを探すとともに，あさ閲覧室
マッピーをさがせ！2013

～11 月 10 日（日）

のことを知ってもらうイベント。図書館の利用に関する簡 乳幼児～一般
単なクイズ付き。
絵を描いて，クリスマスカードを作成する。

広島市まんが

講師：甲斐さゆみ・迫田良明

図書館あさ閲

イラスト漫画講座～クリスマス

覧室

カードを作ろう！～

11 月 30 日（土）午前 10 時～

場所：広島市安公民館研修室
定員：20 名（要申込み。11 月１日（金）午前 10 時から

小～中学生

受付開始。）
持参物：筆記用具，材料費 300 円
展示「旅で発見！」

～11 月 10 日（日）

プーさんのいろいろえほんか

11 月３日（日）午前 11 時～，午後

呉市中央図書 い

３時～

館

プーさんのはじめましてのえ

11 月４日（月）11 日（月）18 日（月）

ほんかい

25 日（月）午前 11 時～

旅・乗り物（鉄道・飛行機・バス・船など）を題材とした
漫画本を展示。

幼児～一般

絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

絵本の読み聞かせ。

０～２歳児と保護者

尾道市立中央
図書館

でまええほんかい

11 月７日（木）午前 10 時～

プーさんのえほんかい

11 月 30 日（土）午後３時～

第７回まちかど紙芝居

11 時 30 分～

場所：白鳩幼稚園
絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般
乳幼児～一般

「べっちゃー祭り」でにぎわう街角で，「おのみち民話紙
芝居」を上演。演目は「ベッチャー祭り」「瑠璃山の猿」の 乳幼児～一般
二本立て。

11 月 10 日（日）

祭りで青空紙芝居を行う。

幼児～中学生

ぎ子ども図書館 人形劇上演

11 月 23 日（土）

人形劇サークル「パフ」による人形劇上演。

幼児～児童

尾道市立因島 なぎさ会おはなし会

11 月７日（木）午前 10 時～

絵本や紙芝居の読み聞かせ。

４～５歳児

図書館

ポレポレおはなし会

11 月 21 日（木）午前 10 時～

絵本や紙芝居の読み聞かせ。

４～５歳児

「わくわく」おはなしフェスタ

11 月２日（土）午後２時～

尾道市立みつ

御調ふれあい秋まつり

11 月３日（日）午前 11 時～，午前

絵本の読み聞かせ。

尾道市立向島
子ども図書館

ボランティアサークル「あひる文庫」「しおかぜおはなし
クラブ」による合同のおはなし会。

乳幼児～一般

「読書 LOVE～わくわくおすすめ本特集～」
展示コーナー

11 月中

読書週間にちなんで，一般・YA・小学生・幼児など細

乳幼児～一般

かく分けてお勧め本を紹介。
掲示コーナー

11 月中

向東保育所・園児の作品。

乳幼児～一般

秋の読書週間おはなし会

11 月９日（土）午後２時 30 分～

秋の読書週間にちなんで、絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

～11 月 25 日（月）

図書館職員が選んだ子どもの本 160 冊を紹介。

乳幼児～一般

秋の読書週間にちなんで、絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

福山市中央図
書館

展示「ようこそ 本の森へ～お
すすめのブックリスト」

福山市松永図
書館

秋のまいにちのおはなし会

11 月５日（火）～９日（土）午前 11
時 30 分～
11 月９日（土）午前 11 時～

展示「新美南吉生誕百周年」

～11 月 18 日（月）

生誕百周年を迎える新美南吉に関する本を展示。

展示「ぐりとぐら 愛され続け

11 月１日（金）～18 日（月）

『ぐりとぐら』をはじめ，長年親しまれた絵本の展示・貸 乳幼児～一般

福山市北部図
書館

広実知美さん（福山おはなし同好会）と職員によるスト

ろうそくのおはなし会

ーリーテリング（注１）。

乳幼児～一般
乳幼児～一般

て 50 年」
福山市かんな
べ図書館
府中市立図書
館

出し。

英語でたのしいおはなし会

11 月 16 日（土）午前 11 時～

秋のおはなし会スペシャル

11 月９日（土）午後２時～

このほんだいすきぷーさんの

『にぐるまひいて』ドナルド・ホール/作
大型絵本や手遊びなど，普段とは違ったスペシャルな
おはなし会。

乳幼児～一般

幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

11 月 16 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

三次市立図書 トトロのおはなし会

11 月 23 日（土）午後 3 時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

館

11 月 27 日（水）午前 10 時 30 分

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

～11 月中旬

図書の展示。

児童～一般

～11 月末

作品の展示。

児童～一般

～12 月末

図書の展示。

児童～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

会
おはなし会「ぐるんぱ」
おはなし会「たんぽぽ」

あかちゃんと絵本の森
展示 「くいしんぼうの秋」
第５回 本のメッセージカード
コンクール受賞作品展示
やっぱり，むかしばなし
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

ばんびのお話し広場

絵本の会「空色のたね」

11 月２日（土）午前 10 時 30 分～

英語で行うおはなし会。

11 月 13 日（水）午前 10 時 30 分
～

～

11 月 23 日（土）午前 10 時 30 分
～
11 月 16 日（土）午前 10 時 30 分
～

絵本の会「どんぐり」

11 月 20 日（水）午後３時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

おはなし広場

11 月２日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

三次市立三良
坂図書館

おはなし会
絵本の広場

11 月 19 日（火）午前 10 時 30 分
～
11 月 17 日（日）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

三次市立三和
図書館

おひざにだっこのおはなしタイ 11 月 27 日（水）午前 10 時 30 分
ム

三次市立甲奴 「へびくんのおさんぽ」のお話
図書館
大竹市立図書
館

し会

展示

～

絵本の読み聞かせなど。
11 月９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２階創作 幼児～一般
室

11 月中

「秋から冬への絵本特集」

児童

わらべうたを歌いながら，触れ合い遊びを行う。
わらべうたであそぼ！

11 月２日（土）午後２時～

定員：30 名（要申込み。先着順。直接来館又は電話で 乳幼児～一般
お申込みください。）

東広島市立中
外国のゲストのお話を聞いたり，ワークショップを行

央図書館
わくわくワールド

11 月 17 日（日）午後２時～

う。
定員：50 名（要申込み。先着順。10 月 22 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。）

東広島市立サ
ンスクエア児童 劇団パレットによる人形劇

11 月 30 日（土）午後２時 30 分～

人形劇とブラックシアター（注２）。

青少年図書館
おはなしのとびら ひらけごま 11 月３日（日）午後２時～
東広島市立黒 閉架書庫の開放

11 月９日（土）午前 10 時～

瀬図書館
ふれあい寄席
東広島市立福 ふるさと再生 日本の昔ばな

11 月 30 日（土）午後２時 30 分～

ろうそくの明かりで昔話を楽しむ。
普段は入ることのできない閉架書庫を開放。希望の本
を借りることもできる。
笑福亭竹林による落語の公演。入場無料。（事前に東
広島市立図書館全館で整理券を配布。）

11 月３日（日）午前 11 時～，午後 子ども向けアニメーション DVD「花さか爺さん」他８話

小学校４年生～一般（保
護者同伴であれば小学
校３年生以下も可）

幼児～小学校低学年児
童と保護者
乳幼児～一般
乳幼児～一般

乳幼児～一般
幼児～一般

富図書館

し

１時～

を上映。（上映時間 69 分）

東広島市立豊 人形劇トマトのおたのしみシア 11 月 17 日（日）午前 10 時 30 分

人形劇など。

栄図書館

～

定員：70 名（当日先着順。）

11 月 30 日（土）午前 10 時 30 分

笑福亭竹林による落語の公演。入場無料。（事前に東

東広島市立河
内こども図書館

ター
ふれあい寄席

～

広島市立図書館全館で整理券を配布。）

乳幼児～一般

乳幼児～一般

はつかいち市民図書館まつりで「大人のためのストー
大人のためのストーリーテリン
グ

リーテリング（注１）」を行う。
11 月９日（土）午後２時 15 分～

場所：さくらぴあリハーサル室

中学生～一般

定員：40 名（要申込み。先着順。直接来館又は電話，

はつかいち市

ファクシミリでお申込みください。）

民図書館
平成 24 年 11 月～平成 25 年 10 月までにはつかいち
平成 25 年度 新刊絵本紹介 11 月 29 日（金）午前 10 時～

市民図書館に入った新刊絵本の中から，職員のお勧め
絵本を紹介。

乳幼児～一般

場所：廿日市市役所７階会議室
はつかいち市

ちいさい子のためのおはなし 11 月 29 日（金）午前 10 時 30 分

民さいき図書館 会 わらべうた de あ・そ・ぼ

～

江田島市立能

11 月 17 日（日）午前 10 時 30 分

美図書館

104 回ふれあい広場

第６回 図書館まつり
本のリサイクル市

～

心地よいリズムで歌を歌ったり，体を揺すったり，わら
べうたで親子で触れ合いながら楽しく遊ぶ。親子で楽し 乳幼児と保護者
むわらべうたとおはなし会。
「おはなし会スペシャル！」

乳幼児～児童と保護者

寄贈本・雑誌のリサイクル市，本・雑誌の付録配布や
11 月２日（土）午前 10 時～

読み聞かせボランティア，こども司書，図書館職員等に 乳幼児～一般
よるおはなし会，朗読会，紙芝居など。

府中町立図書
声楽家・藤井幸子さんや紙芝居のおっちゃんこと中村

館
わらべ歌の会

11 月 30 日（土）午後

由利江さんと共に，“ももたろう”を中心に昔話やわらべ
歌が鳴り響く。みんなで歌や昔話を聴いて，歌って，楽
しむ会。

乳幼児～一般

海田町立図書
館

学校訪問おはなし会

熊野町立図書 児童展示「のりものあつま
館

れ！！」

坂町立図書館 おはなし会

未定

学校を訪問し読み聞かせをする。

児童

11 月１日（金）～30 日（土）

乗り物に関する本を展示。

児童

絵本や紙芝居の読み聞かせなど。

乳幼児と保護者

11 月 21 日（木）28 日（木）午前 10
時 30 分～

版画でオリジナルしおりを作る。
しおりづくり教室

11 月９日（土）午後１時 30 分～

講師：島田愛子（木版アートユニット ポロンパ）

児童～一般（小学校１～

定員：15 名（直接来館又は電話でお申込みください。） ３年生は保護者同伴）
参加費：500 円

木版アートユニット ポロンパ
版画展

～11 月 17 日（日）

北広島町図書

木版アートユニットポロンパの作品を展示。

乳幼児～一般

読書週間中に読んだ本や今までに読んで心に残った

館

本の感想画を募集。（後に北広島町図書館各館で展
示。）
読書感想画 作品募集

11 月９日（土）～24 日（日）

画材：自由。用紙（A３）・応募票は図書館本館・分館で 幼児（３歳以上）～中学
用意する。

生

対象図書：上記の図書（教科書・漫画本・雑誌・パンフ
レットは除く）
提出先：北広島町図書館本館・分館
世羅町世羅図
書館

初心者対象のワークショップ形式の連続２回講座。
ブックトーク研修会

第１回はブックトーク（注４）のノウハウを学び，第２回 高校生～
では参加者によるブックトークの実演を行う。

世羅町せらにし 図書館の延長開館＆ミニコン
図書館

11 月 16 日（土），30 日（土）

サート

11 月９日（土）

世羅町甲山図 図書館の延長開館＆ミニコン 11 月５日（火）

開館時間を午後８時まで延長し，午後７時よりオカリナ
とフルートのミニコンサートを開催する。

乳幼児～一般

開館時間を午後８時まで延長し，午後７時よりオカリナ 乳幼児～一般

書館

サート

とフルートのミニコンサートを開催する。

神石高原町シ
ルトピアカレッ

英語の本特集

11 月１日（金）～30 日（土）

英語で書かれている絵本・児童書を展示。

乳幼児～一般

絵本の読み語りと紙芝居。

幼児と保護者

ジ図書館
大崎上島文化
センター情報プ 読み語り会
ラザ・エル

11 月 19 日（火）午前 10 時 30 分
～

注１ 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。
注２ ブラックシアターとは，暗くした部屋の中で，蛍光塗料で彩色した絵人形を，特殊な光を当てて浮かび上がらせて行うパネルシアター（注 3）のこと。
注３ 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。
注 4 ブックトークとは，一定のテーマをたてて，複数の本の内容を紹介すること。

