県内図書館の行事（平成 26 年３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

日時
３月８日（土）22 日（土）午後
２時～

内容
絵本の読み聞かせなど。

広島県立図
書館

広島県子どもの読書連絡会３
月例会「平成 25 年度下半期子
供向け新刊図書の紹介」

対象
幼児～一般
子供の読書活動ボラ

３月 12 日（水）午前 10 時 15 職員が「ブックトーク（注１）」という手法によって，新しい本の紹介を ンティア，図書館・学
分～

行う。

校関係者，子供の読
書に関心のある方

詩の朗読とお話。
広島市立中
央図書館

朗読と講演会「ことばの 音の

講師：木坂涼（詩人，児童文学作家，翻訳家）

世界を ひらく～詩人木坂涼さ ３月 21 日（金）午後２時～

定員：60 名（要申込み。先着順。３月１日（土）午前９時から，直接来 幼児～一般

んによる詩の朗読とおはなし」

館又は電話，ファクシミリ，ホームページの専用申し込みフォームで
お申し込みください。）
３月１日（土）２日（日）８日
（土）９日（日）16 日（日）22

絵本の読み聞かせやストーリーテリング（注２）など。

広島市こど

日（土）23 日（日）29 日（土）

定員：各 30 名

も図書館

30 日（日）午後３時～

おはなし会

やってみよう！わらべうたで子
育て

３月５日（水）午前 11 時～

幼児～児童と保護者

わらべうたで親子の触れ合い。

０～１歳３か月の乳

講師：黒河恵子，槙林芳恵（広島大人のわらべうたの会講師）

幼児と保護者

定員：15 組（要申込み。先着順。２月 26 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。）
子どもの本を楽しむ大人のた ３月７日（金）午前９時 30 分
めのブックトーク

妊婦さんへのおはなし会

～

３月 15 日（土）午前 11 時～

乳幼児から小学生の子供の年齢に応じたお薦めの定番本を紹介。
定員：30 名（先着順２月 15 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。）
絵本の読み聞かせ，手遊びや絵本の紹介など。
定員：20 組

児童図書に関心のあ
る人
妊婦とパートナー，
家族，乳幼児と保護
者

図書館の仕事を一日体験。
定員：６名（抽選。３月６日（木）（必着）までに，郵便番号・住所・氏
中学生・高校生一日図書館員

３月 16 日（日）午前９時 30

名（振り仮名）・電話番号・学校名・学年・こども図書館でのボランティ 小学校６年生～高校

分～

ア活動（ライブラリー・サポーターズ）への参加希望の有無を明記の

２年生

上，はがき，ファクシミリ，直接来館のいずれかによりお申し込みくだ
さい。）
おひざにだっこのおはなしか
い

３月 21 日（金）午前 11 時～

図書展示「あたらしい世界へ」 ３月１日（土）～27 日（木）
外国語のおはなし会

３月８日（土）午後２時～

えほんとわらべうた

３月 14 日（金）午前 11 時～

おはなしワールド

３月 15 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

入園，入学を迎える子供たちを扱った図書を展示。

乳幼児～一般

外国語による絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護

場所：アステールプラザ７階研修室

者

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

乳幼児と保護者

広島市立中
区図書館

図書館であそぼう「絵手紙を
楽しんでみませんか？」

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

絵の具で絵手紙を書く。
３月 22 日（土）午後２時～

講師：尾上育子（筆の里絵手紙インストラクター）
場所：アステールプラザ４階工作実習室

児童～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。）
参加費：500 円
展示「伝統芸能に親しむ」
おひざにだっこのおはなし会
広島市立東
区図書館

おはなし会
展示「春になったら そだてよ
う」
おはなしアリス
こぐまちゃんクラブ

広島市立南
区図書館

児童～一般

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

３月１日（土）～30 日（日）

農業・園芸の本を展示。

児童～一般

３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

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

３月 12 日（水）26 日（水）午
前 11 時～
３月 15 日（土）午後２時
～， 23 日（日）午前 11 時～

３月 11 日（火）午前 10 時 30
分～，午前 11 時５分～
３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

おはなしポッケ

３月 29 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

幼児～児童

３月１日（土）～27 日（木）

新学期に向けて集団生活などに関する本を展示。

児童

３月８日（土）午前 11 時～

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）。

幼児～一般

ちえん・ほいくえん・がっこう」
おはなしキャンドル

区図書館

能・浄瑠璃・神楽など日本の古典芸能に関する図書を展示。

おはなしクラブ

展示「どんなところかな？よう

広島市立西

３月１日（土）～27 日（木）

えほんくらぶ

おはなし会
広島市立安 おはなし会

３月 14 日（金）27 日（木）午
前 11 時～

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 乳幼児と保護者
す。）

３月 22 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせや手遊びなど。

３月１日（土）15 日（土）午前

絵本の読み聞かせなど。

11 時～

場所：安佐南区民文化センター

幼児～児童
幼児～児童

佐南区図書
館

おなかの赤ちゃんと楽しむお
はなし会

３月５日（水）午後２時～

本の読み聞かせや紹介など。
場所：安佐南区民文化センター２階中会議室

妊婦とパートナー

絵本の読み聞かせや手遊びなど。
０１２才のおはなし会

３月８日（土）27 日（木）午前

場所：安佐南区民文化センター

11 時～

定員：各 20 組（先着順。当日午前 10 時 30 分から，整理券を配りま

乳幼児と保護者

す。）
おはなし会
広島市立安
佐北区図書
館

乳幼児のおはなし会
展示「子育て いろいろ」
おはなし会

広島市立安
芸区図書館 展示「花咲く季節がやってき
た！」

おはなし会

広島市立佐
伯区図書館 乳幼児向けおはなし会

展示「届けよう！心があたたま

３月 15 日（土）23 日（日）午
後２時～

絵本の読み聞かせなど。

３月 20 日（木）午前 10 時 30 絵本の読み聞かせや手遊びなど。

幼児～児童と保護
者
乳幼児と保護者

分～，午前 11 時～

定員：各 10 組程度（当日午前 10 時から，整理券を配布します。）

３月１日（土）～30 日（日）

子育てに関する本を展示。

児童～一般

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童と保護者

椿，梅，桜などの，身近な花に関する本を展示。

児童～一般

３月 15 日（土）22 日（土）午
前 11 時～
３月１日（土）～30 日（日）

３月８日（土）午前 11 時～，
22 日（土）午後２時～

３月 26 日（水）午前 10 時 30
分～，午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。
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：各 50 名
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

３月１日（土）～30 日（日）

手紙やメッセージカードの書き方や作り方に関する本を展示。

児童～一般

広島市立佐 おはなし会

３月８日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

伯区図書館 BOOK-KIDS

３月 27 日（木）午前 10 時～

絵本との触れ合いや手遊びなど。

乳幼児と保護者

３月１日（土）～30 日（日）

春のお話を集めて展示。

児童

～３月 27 日（木）

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 幼児～一般

るメッセージ」

湯来河野閲
覧室

展示「はる」

広島市まん ウィンタースポーツ特集

が図書館

本を展示。
第 16 回おもしろその年まんが

～ ４月６日（日）

第 16 回おもしろその年まんが大賞入賞作品を展示。

幼児～一般

３月１日（土）～

今年生誕 80 年を迎える横山光輝の漫画本を展示。

幼児～一般

絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

受付カウンター体験などの実習。

小学校新５・６年生

３月８日（土）午前 11 時～

コールプチベア（市公民館児童合唱団）によるコンサート。

幼児～一般

春風コンサート

３月 23 日（日）午後２時～

エレクトーンコンサート。

幼児～一般

なぎさ会おはなし会

３月６日（木）午前 10 時～

絵本や紙芝居の読み聞かせ。

４歳児～

大賞入賞作品展
横山光輝特集
呉市中央図
書館
尾道市立中
央図書館

プーさんのえほんかい

一日図書館員

尾道市立み コールプチベアコンサート

３月 12 日（水）午前 11 時～，
22 日（土）午後３時～
３月 29 日（土）午前９時 30
分～

つぎ子ども
図書館
尾道市立因
島図書館

民話紙芝居とふるさとを想う朗 ３月 16 日（日）午後１時 30
読会

分～

大型紙芝居・因島の民話「ちから娘」，ふるさとを想う詩や作品の朗
読「虔十公園林」やしの笛の演奏など。

児童～一般

尾道市立瀬 宮地さんのお話を聞く会

３月 29 日（土）

私はどうやって似顔絵作家になったか，そしてこれからのこと。

児童～一般

戸田図書館 宮地真一似顔絵作品展

３月 11 日（火）～

地域出身の似顔絵作家による作品展。（５回目）

児童～一般

３月２日（日）午後２時 30 分

ママさんたちのアンサンブルによる，チェロやフルートなど楽器を使

RINGS「わくわく」コンサート
尾道市立向

～

島子ども図 掲示コーナー

３月中

書館

福山市中央
図書館

展示コーナー

３月中

語りで楽しむおはなし会

３月４日（火）午後２時～

福山市東部 東部文化フェスタ 2014 春の ３月８日（土）午後１時 30 分
図書館

おはなし会

～

った演奏と読み聞かせ。
向島認定子ども園・園児の作品。
「春よ来い」“春を待つ本”，絵本や読みもの，自然科学の本を展
示。併せて新生活を応援する本も展示。
ストーリーテリング（注２）によるおはなし会。
大型絵本『よかったねネッドくん』，大型紙芝居『おうさまさぶちゃん』
やエプロンシアター（注３）『ジャックと豆の木』など。

乳幼児～一般
乳幼児～一般
乳幼児～一般

乳幼児～一般

乳幼児～一般

東部文化フェスタ 2014 おは ３月８日（土）９日（日）午後３
なしの時間
展示「ひとときのお菓子展―お

図書館

福山市かん
なべ図書館

３月 23 日（日）午後２時～

職員が選んだ本と楽器演奏を織り交ぜたコンサート。

乳幼児～一般

特別支援学校アート展

３月 10 日（月）～31 日（月）

同校小中高全生徒の個人作品，共同作品を絵画中心に展示。

乳幼児～一般

英語でたのしいおはなし会

３月 15 日（土）午前 11 時～

ろうそくのおはなし会

３月 27 日（木）午後２時～

ストーリーテリング（注２）によるおはなし会。

乳幼児～一般

３月１日（土）～24 日（月）

図書館職員が選んだ子供の本 160 冊を紹介。

乳幼児～一般

沼隈図書館職員による朗読コ
ンサート

書おすすめブックリスト～」

書館

ぬいぐるみのお泊り会

府中市立図
書館上下分 ぬいぐるみのお泊り会
室

３月８日（土）午後２時～９日
（日）

３月８日（土）午後２時～９日
（日）

このほんだいすきぷーさんの ３月１日（土）午前 10 時 30
会
三次市立図 おはなし会「ぐるんぱ」
書館

幼児～児童

絵本や物語に出てくるお菓子やケーキの展示とストーリーを紹介。 乳幼児～一般

展示「ようこそ本の森へ～司

府中市立図

おはなし会。

３月２日（日）午前 10 時～

かしなお菓子な仲間たち―」
福山市沼隈

時～

分～
３月 12 日（水）午前 10 時 30
分～

英語で行うおはなし会。
『はるかぜとぷう』小野かおる/作

乳幼児～一般

お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会に参加して，絵本や手
遊びで楽しい時間を過ごした後，ぬいぐるみだけが図書館にお泊り

幼児～

し，翌日ぬいぐるみをお迎えに来る。
お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会に参加して，絵本や手
遊びで楽しい時間を過ごした後，ぬいぐるみだけが図書館にお泊り

幼児～

し，翌日ぬいぐるみをお迎えに来る。
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

おはなし会「たんぽぽ」

３月 15 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

３月 22 日（土）午後３時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～一般

古本リサイクル市

３月 23 日（日）午前 10 時～

イベント。

幼児～一般

第 13 回 図書館へ行こう

あかちゃんと絵本の森
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

ばんびのおはなし広場

絵本の会「空色のたね」

絵本の会「どんぐり」

おはなし広場

おはなし会
絵本の広場

３月 23 日（日）午後１時 30
分～
３月 26 日（水）午前 10 時 30
分～
３月 15 日（土）午前 10 時 30
分～
3 月 15 日（土）午前 10 時 30
分～
３月 19 日（水）午後３時～
３月１日（土）午前 10 時 30
分～
３月 18 日（火）午前 10 時 30
分～
３月 16 日（日）午後２時～

イベント。

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。

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。

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

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

三次市立三
和図書館

おひざにだっこのおはなしタイ ３月 26 日（水）午前 10 時 30
ム

三次市立甲 「へびくんのおさんぽ」のお話
奴図書館

し会

分～
３月 15 日（土）午後２時～

おはなしボランティア講座

３月 15 日（土）午後１時～

庄原市立図 おはなしボランティア講座

３月 22 日（土）午後１時～

絵本の読み聞かせなど。
場所：甲奴町ジミーカーターシビックセンター２階創作室
「読み語りをするにあたって」読み語りの基礎的マナーについて。
講師：竹原市中通本の会「たんぽぽのへや」代表仁井原英子
「おはなし会をするために」本の選び方，プログラムの組み方
講師：呉ストーリーテリング研究会代表小林いづみ

幼児～一般

一般

一般

書館
図書の展示

～３月 28 日（金）

図書の展示

～３月 28 日（金）

節分・ひな祭り・日本の昔話に関連する絵本を展示。
「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。

乳幼児～一般
幼児～一般

家庭で乳幼児に読み聞かせする際の，絵本の選び方や読み方に
東広島市立
中央図書館

読み聞かせ初級研修会

３月 20 日（木）午前 10 時 30 ついて。
分～

定員：25 名（お子さんの同伴可）（３月４日（火）午前 10 時から，直接

高校生～一般

来館又は電話でお申し込みください。）
小学校中学年～高学年を対象としたブックトーク（注１）の行い方に
東広島市立
黒瀬図書館

ブックトーク研修会

３月 29 日（土）午前 10 時～

ついて。
定員：50 名（３月４日（火）午前 10 時から，直接来館又は電話でお

高校生～一般

申し込みください。）
東広島市立
河内こども
図書館

「たんぽぽのへや」おたのしみ
シアター

３月 16 日（日）午後２時～

場所：河内地域センターホール

安芸津図書 読み聞かせ中級研修会

３月 29 日（土）午後２時～

館

方や読み方について。
定員：30 名（３月４日（火）午前 10 時から，直接来館又は電話でお

高校生～一般

申し込みください。）

はつかいち ちいさい子のためのおはなし
市民さいき 会
わらべうた de あ・そ・ぼ
安芸高田市立図書館
安芸高田市 冬のポイントラリー

３月７日（金）午前 10 時 30
分～

～３月 31 日（月）

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。親子で楽しむわらべうたとおはなし会。
市内図書館での貸出し時やイベント参加時に，ポイントを差し上
げ，集めたポイント数に応じてオリジナルグッズをプレゼントする。

立中央図書 おとなが開けよう読書のとびら

児童書の読書推進講演会。

館

～小学生に本を手渡すために ３月 29 日（土）午後１時～

講師：小林いづみ

～

場所：クリスタルアージョ小ホール

安芸高田市
立向原図書 向原図書館 春のおはなし会
館

乳幼児～一般

幼児～小学校低学年を対象としたおはなし会のプログラムの立て

東広島市立

図書館

「たんぽぽのへや」による人形劇の上演。

３月 28 日（金）午前 10 時 30
分～

乳幼児と保護者

乳幼児～一般

児童の保護者

読み聞かせグループ「きらきら絵本館」のみなさんと図書館員によ
るおはなし会。
場所：向原生涯学習センターみらい

乳幼児～一般

児童文学講演会。
江田島市立
能美図書館

第 108 回ふれあい広場

３月４日（火）午前 10 時～

テーマ：「絵本で育む豊かな感性と表現力」
講師：山下明生（児童文学作家）

乳幼児～一般

定員：30 名（要申込み。）
府中町立図
書館
海田町立図

読み聞かせ講習会

３月 13 日（木）午前９時 30

図書館・学校で初めて読み聞かせする人向けのボランティア講座。 一般

学校に訪問して読み聞かせをする。

児童

散歩をテーマにした本を展示。

児童

絵本や紙芝居の読み聞かせなど。

乳幼児と保護者

３月１日（土）～末

ひな壇に見立てた台に 「春」「お雛様」の関連本を並べて展示。

乳幼児～一般

神石高原町 展示「ひなまつり特集」

～３月３日（月）

ひなまつりに関する本を展示。

乳幼児～一般

シルトピア

展示「卒業・進学・入学特集」

３月１日（土）～31 日（月）

卒業・進学・入学をテーマにした本や学習に役立つ本を展示。

乳幼児～一般

展示「いろんなお仕事特集」

３月１日（土）～31 日（月）

書館
熊野町立図
書館
坂町立図書
館
北広島町図
書館

学校訪問おはなし会

３月 29 日（土）

児童展示「おさんぽ」

おはなし会

本コレ！2014 春

分～
３月１日（土）～30 日（日）
３月 20 日（木）27 日（木）午
前 10 時 30 分～

カレッジ図
書館

様々な職業に就くための本や，仕事をテーマにした絵本・児童書を
展示。

乳幼児～一般

大崎上島文
化センター
情報プラ

読み語り会

３月 15 日（土）午前 10 時 30
分～

絵本の読み語りと紙芝居。

ザ・エル

注１ 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。
注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。
注３ 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。

幼児と保護者

