県内図書館の行事（平成 26 年２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
けんりつ・おはなし会

広島県立図書館 資料展示「『いじめ』に関す
る本」

おはなし会

日時

内容

対象

２月８日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

～２月 16 日（日）

いじめに関する本を展示。

幼児～一般

２月１日（土）２日（日）８日（土）９

絵本の読み聞かせやストーリーテリング（注１）な

日（日）16 日（日）22 日（土）23 日 ど。
（日）午後３時～

幼児～児童と保護者

定員：各 30 名
わらべうたで親子の触れ合い。

やってみよう！わらべうた
広島市こども図

で子育て

講師：槙林芳恵（広島大人のわらべうたの会講
２月５日（水）午前 11 時～

師）
定員：15 組（要申込み。先着順。１月 29 日（水）か

書館

１歳４か月以上の幼児と保護
者

ら，直接来館又は電話でお申し込みください。）
妊婦さんへのおはなし会

２月４日（火）午前 11 時～

絵本の読み聞かせ，手遊びや絵本の紹介など。
定員：20 組

妊婦とパートナー，家族，乳幼
児と保護者

中国語の絵本の読み聞かせなど。
中国語のおはなし会

２月 15 日（土）午前 11 時～

定員：40 名（１月 15 日（水）午前９時から，直接来 幼児～児童と保護者
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

２月 21 日（金）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

わらべうたで親子の触れ合い。
講師：黒河恵子，槙林芳恵（広島大人のわらべう
やってみよう！わらべうた
で子育て

３月５日（水）午前 11 時～

たの会講師）

０～１歳３か月の乳幼児と保護

定員：15 組（要申込み。先着順。２月 26 日（水）午 者
前９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「オニってこわ
い？」

２月１日（土）～28 日（金）

外国語のおはなし会

２月８日（土）午後２時～

おはなしワールド

２月 15 日（土）午前 11 時～

えほんとわらべうた

２月 21 日（金）午前 11 時～

節分（２月３日）にちなみ，鬼の出てくる図書を展
示。
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
絵本の読み聞かせなど。
場所：アステールプラザ５階小音楽室
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

乳幼児～一般

幼児～児童と保護者

幼児～児童と保護者

乳幼児と保護者

粘土で鈴をを作る。（当日は成形まで。後日焼い
広島市立中区図

たものを図書館に取りに来ていただく。）

書館

講師：中木風子（NPO ひろしまインターネット美術

図書館であそぼう「はじめ
ての陶芸～素焼きの土鈴

２月 22 日（土）午後２時～

をつくろう～」

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

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。）
材料費：300 円

展示「冬のスポーツを楽し
もう」

２月１日（土）～28 日（金）

オリンピックや冬のスポーツに関する図書を展
示。

児童～一般

おはなし会
ひがし区 出会い・ふれあ
いフェスティバル
広島市立東区図

「本の交換市」

２月 15 日（土）午後２時～， 23 日
（日）午前 11 時～
２月 22 日（土）午前 11 時～本がな
くなり次第終了

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童

ご家庭で不用になった本の交換市。持帰りだけで
も参加いただける。持帰りはお一人様 10 冊まで。

乳幼児～一般

場所：東区民文化センター屋外オープンプラザ

書館
おひざにだっこのおはなし
会
展示「もういちど よみた
い」
わくわくおはなしかい

２月 26 日（水）午前 11 時～

絵本の読み聞かせやわらべうたなど。

乳幼児と保護者

２月１日（土）～28 日（金）

昔話・古典に関する本を展示。

児童～一般

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

幼児～児童

２月１日（土）午後２時～，午後２
時 30 分～

おはなしアリス

２月８日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや折り紙など。

幼児～児童

おはなし玉手箱

２月 15 日（土）午前 11 時～

ストーリーテリング（注１）やわらべうたなど。

幼児～一般

おはなしクラブ

２月 15 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせや紙芝居など。

幼児～児童

絵本の読み聞かせやわらべうた遊びなど。

乳幼児と保護者

いろいろなテーマ別に紙芝居を展示。

児童

広島市立南区図
書館

こぐまちゃんクラブ
展示「かみしばいがはじま
るよ」

２月 18 日（火）午前 10 時 30 分～，
午前 11 時５分～
２月１日（土）～27 日（木）

人形劇や紙芝居などの上演。
西区民文化際 人形劇

２月１日（土）午前 10 時 30 分～

場所：西区民文化センタースタジオ

乳幼児～一般

定員：当日先着 148 名

広島市立西区図
書館

講師：人形劇団つくしんぼ

おはなしキャンドル

えほんくらぶ

２月８日（土）午前 11 時～

ストーリーテリング（注１）（昔話やわらべうたなど
を楽しむ会）。

２月 14 日（金）27 日（木）午前 11

絵本の読み聞かせや手遊び，懇談など。

時～

定員：各 13 組（先着順。当日午前 10 時 30 分か

幼児～一般

乳幼児と保護者

ら，整理券を配ります。）
おはなし会

２月 22 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「みぢかなどうぶつ」

２月１日（土）～28 日（金）

犬や猫など身近な動物に関する本を展示。

幼児～児童

２月１日（土）15 日（土）午前 11 時

絵本の読み聞かせなど。

～

場所：安佐南区民文化センター

おはなし会

幼児～児童

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
広島市立安佐南
区図書館

０１２才のおはなし会

２月８日（土）27 日（木）午前 11 時

場所：安佐南区民文化センター

～

定員：各 20 組（先着順。当日午前 10 時 30 分か

乳幼児と保護者

ら，整理券を配ります。）
展示「インターネットで調べ
てみよう！」
こども映画上映会
おはなし会

２月１日（土）～28 日（金）

インターネットやパソコン操作の関連本を展示。

児童～一般

２月８日（土）午後２時～

絵本に関連した子供向け映画を上映。

幼児～児童と保護者

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護者

２月 15 日（土）23 日（日）午後２時
～

広島市立安佐北
区図書館

乳幼児のおはなし会

展示「“おしゃれ”な生活を
楽しみませんか？」
おはなし会

２月 20 日（木）午前 10 時 30 分～，
午前 11 時～

２月１日（土）～28 日（金）
２月 15 日（土）16 日（日）午前 11
時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
定員：各 10 組程度（当日午前 10 時から，整理券 乳幼児と保護者
を配布します。）
服やおしゃれに関する本を展示。

児童～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護者

広島市立安芸区 おはなし会

２月 27 日（木）午前 10 時 30 分～

絵本とわらべうたなど。

乳幼児と保護者，妊婦

図書館

２月 27 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

おはなし会
展示「ミステリーをあなた
に！」

２月１日（土）～28 日（金）

江戸川乱歩賞，日本推理作家協会賞等の受賞作
品を中心に，ミステリー関連の本を展示。

児童～一般

おはなし会

２月８日（土）午前 11 時～，22 日
（土）午後２時～

広島市立佐伯区
図書館

乳幼児向けおはなし会

展示「なぞがいっぱい」
広島市立佐伯区 おはなし会

２月 26 日（水）午前 10 時 30 分～，
午前 11 時～

～２月 28 日（金）

ウィンタースポーツ特集

２月１日（土）～

広島市まんが図
書館

書館
尾道市立みつぎ

上しいこ絵本ライブ』

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

２月 12 日（水）午前 11 時～，22 日
（土）午後３時～
２月 16 日（日）午前 11 時～

２月 28 日（金）午後１時 30 分～

ソチオリンピック開催！オリンピックに関する本を
展示。
里中満智子の漫画を，貴重書・書庫本を中心に
展示。
ソチ冬季オリンピックにちなんで，ウィンタースポ
ーツに関する漫画本を展示。

乳幼児～一般
児童

幼児～一般

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。

乳幼児～一般

絵本の読み語りや作者の思いなどを聞く。
場所：市立吉名小学校体育館

吉名小学校全児童・保護者，
市内図書ボランティア・読み語
りボランティアの方

２月 20 日（木）午前 10 時 45 分～

五感を使っての本の紹介。

小学校１～２年生

２月６日（木）午前 10 時～

手作り布絵本の読み聞かせ。

４歳児～

尾道市立向島子 ストーリーテリング

２月 16 日（日）午前 11 時～

ストーリーテリング（注１）。

乳幼児～一般

ども図書館

２月 16 日（日）午後２時～

童謡などの演奏。

乳幼児～一般

子ども図書館

ブックショー

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

絵本の読み聞かせなど。

里中満智子特集

市立竹原書院図 学校図書館支援事業『村

定員：各 50 名

２月８日（土）午前 11 時～
２月１日（土）～21 日（金）

呉市倉橋図書館 宝島くらはしのえほん会

幼児～児童と保護者

推理小説やなぞなぞなど，謎に関する本を展示。 児童～一般

展示「オリンピック」

呉市中央図書館 プーさんのえほんかい

場所：佐伯区民文化センター音楽室

２月１日（土）～28 日（金）

図書館湯来河野
閲覧室

絵本の読み聞かせなど。

尾道市立因島図 ソロプチミストしまなみおは
書館

なし会

しの笛コンサート

出演：しの笛の会「野菊」
掲示コーナー

２月中

向島認定子ども園・園児の作品。

乳幼児～一般

「あなたの知らない不思議な世界へ」
展示コーナー

２月中

目には見えてなくても，昔から言い伝えられてい

乳幼児～一般

るこの世のものではないものの特集。
福山市中央図書 講座「佐野洋子 絵本の軌
館

跡」
ぽかぽか冬のおたのしみ

福山市北部図書 会
館

展示「佐野洋子特集～だっ
てだって 100 万回～」

福山市沼隈図書
館
福山市新市図書
館

工作教室

講座。
２月５日（水）午後２時～

講師：宮内ちづる（ふくやま美術館 学芸担当次

一般

長）
２月 15 日（土）午後１時 30 分～

２月４日（火）～17 日（月）

大型絵本の読み聞かせ，ペープサート（注２）や工
作など。
ふくやま美術館で開催される「佐野洋子絵本の軌
跡」にちなみ，絵本やエッセイなどを展示・貸出し。

乳幼児～一般

乳幼児～一般

２月 15 日（土）午後２時～

紙粘土でおかしな小物作り。

児童～一般

２月４日（火）～26 日（水）

図書館職員が選んだ子供の本 160 冊を紹介。

乳幼児～一般

展示「ようこそ本の森へ～
司書おすすめブックリスト
～」
英語で行うおはなし会。
英語でたのしいおはなし会 ２月 15 日（土）午前 11 時～

福山市かんなべ

『どんなにきみがすきだかあててごらん』サム・マ

乳幼児～一般

クブラッニィ/作

図書館
一人で演じる人形劇と昔話 ２月 16 日（日）午後２時～
このほんだいすきぷーさん
の会

演目：人形劇「ほっかむり兵六」，昔話など。
出演：林英太郎

乳幼児～一般

２月１日（土）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

２月２日（日）午後２時～

イベント。

幼児～児童

三次市立図書館
お楽しみ教室「高性能紙飛
行機を作ろう」

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

おはなし会「たんぽぽ」

２月８日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

おはなし会「ぐるんぱ」

２月 12 日（水）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

トトロのおはなし会

２月 22 日（土）午後３時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

あかちゃんと絵本の森

２月 26 日（水）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

ばんびのおはなし広場

２月２日（日）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」

２月 15 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」

２月 19 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

２月１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

２月 18 日（火）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

絵本の広場

２月 16 日（日）午後２時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

２月 26 日（水）午前 10 時 30 分～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

三次市立三和図
書館

おひざにだっこのおはなし
タイム

三次市立甲奴図 「へびくんのおさんぽ」のお
書館

話し会

絵本の読み聞かせなど。
２月 15 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

幼児～一般

創作室

図書の展示

～３月 28 日（金）

図書の展示

２月３日（月）～

展示

２月中

節分・ひな祭り・日本の昔話に関連する絵本を展
示。

乳幼児～一般

庄原市立図書館

大竹市立図書

「天文学者ガリレオ・ガリレイ生誕 450 年」
宇宙や天体などの書籍を展示。
節分・鬼の絵本。

幼児～一般
児童

館
東広島市立河内
こども図書館

絵本や小道具を使わずに語りのみで構成する，
語りを楽しむおはなし会

江田島市立能美
図書館
熊野町立図書館

坂町立図書館

冬のポイントラリー

第 107 回ふれあい広場

トピアカレッジ図
書館

乳幼児～一般

市内図書館での貸出し時やイベント参加時に，ポ
～３月 31 日（月）

イントを差し上げ，集めたポイント数に応じてオリジ 乳幼児～一般
ナルグッズをプレゼントする。

２月９日（日）午後２時～

折り紙で作るおひなさまのつるし飾り。

乳幼児～一般

２月１日（土）～28 日（金）

春に関する本を展示。

児童

絵本や紙芝居の読み聞かせなど。

乳幼児と保護者

～２月３日（月）

節分や鬼に関する本を展示。

乳幼児～一般

～２月 14 日（金）

バレンタインデーや，お菓子作りの本を展示。

乳幼児～一般

展示「ひなまつり特集」

２月 14 日（金）～

ひなまつりに関する本を展示。

乳幼児～一般

読み語り会

２月９日（日）午前 10 時 30 分～

絵本の読み語りと紙芝居。

幼児と保護者

児童展示「もうすぐ は
る！」
おはなし会
展示「節分特集」

神石高原町シル

ストーリーテリング形式（注１）のおはなし会。
場所：河内地域センター和室

安芸高田市立中 安芸高田市立図書館
央図書館

２月８日（土）午後１時 30 分～

展示「バレンタインデー特
集」

２月 13 日（木）20 日（木）午前 10
時 30 分～

大崎上島文化セ
ンター情報プラ
ザ・エル

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 ペープサートとは，紙に人物などを書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。

