県内図書館の行事（平成 26 年 10・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
けんりつ・おはなし会

日時
10 月 11 日（土）25 日（土）11 月８日（土）22
日（土）午後２時～

内容
絵本の読み聞かせなど。

対象
幼児～一般

広島県立図
書館

資料展示「読み聞かせ
についての本」
電子書籍体験会「電子
書籍ってどんなもの？」

読書週間（10 月 27 日～11 月９日）を中心とする期間に，保
10 月 21 日（火）～11 月 22 日（土）

考になる本を集めて展示・貸出し。
10 月 25 日（土）26 日（日）午後２時～

デモ機を使って電子書籍リーダーの操作説明。

10 月 25 日（土）午後２時～

図書館―」

さんによる，現地で感じた「本のチカラ」についての講演。
定員：60 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）午前９時か

央図書館
図書館で除籍した本を無償で譲渡する。
11 月３日（月）午前９時 30 分～

定員：1000 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）～15 日
（水）必着。往復はがきでお申込みください。）

「本の交換市」＆ブック
カフェ

ボランティア

幼児～一般

幼児～一般

ら，直接来館又は電話でお申込ください。）

広島市立中

本のリサイクルフェア

保護者，読書活動

移動図書館車で東日本大震災被災地を支援する鎌倉幸子

講演会「本のチカラを信
じて―東北を走る移動

護者や読書活動ボランティア等が，読み聞かせをする際に参

11 月９日（日）午前 10 時～

持ち込み・持帰り自由の交換市（持帰りのみも可）。

広島市立図書館の
貸出利用券をお持
ちの方，また新しく
作成できる方
乳幼児～一般

広島のまち自慢や民話，子供向けなど，手作り紙芝居を中
第４回ひろしま紙芝居
祭

11 月 15 日（土）午前 10 時 30 分～

心に上演する。
場所：ハノーバー庭園（旧市民球場跡地北側）（雨天の場合

乳幼児～一般

は，こども文化科学館アポロホール・こども図書館）
企画展「広島ゆかりの

11 月 22 日（土）～

広島にゆかりのある歌人の作品等を展示。

中国語のおはなし会

10 月 19 日（日）午前 11 時～

中国語の絵本の読み聞かせなど。

英語のおはなし会

11 月 30 日（日）午前 11 時～

英語の絵本の読み聞かせなど。

10 月１日（水）～31 日（金）

自然科学・科学技術に関する本や，科学絵本を展示。

歌人たち」

展示「科学の本っておも
しろい！」

乳幼児～一般
幼児～児童と保護
者
３歳以上の幼児～
児童と保護者
乳幼児～一般

広島市こども
図書館

展示『「図書館を使った

ひろしま図書館まつりの開催（10 月 18 日（土）～11 月９日

調べる学習コンクール」 10 月 18 日（土）～11 月９日（日）

（日））に合わせて，第 16，17 回の同コンクール受賞作品の複 乳幼児～一般

受賞作品展』

製を展示。

展示「たいせつな家族」 11 月１日（土）～27 日（木）
展示「こんなにあるよ！
映画になった本」

11 月 29 日（土）～

「家族の日」（11 月第３日曜）にちなみ，家族をテーマにした
図書を展示。
「映画の日」（12 月１日）にちなみ，映画化された作品を展
示。

幼児～一般

幼児～一般

ステンシルで模様を付けて，オリジナルのブックカバーを作
図書館であそぼう「ステ
広島市立中 ンシルでブックカバー作 10 月 25 日（土）午後２時～
区図書館

り」

製する。
場所：アステールプラザ４階中会議室
定員：20 名（要申込み。直接来館又は電話でお申し込みくだ

幼児～一般

さい。）
材料費：300 円～400 円

おはなしとこども映画会 11 月１日（土）午前 10 時 30 分～

映画の上映と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４階大広間
図書館であそぼう「おち
ばでお絵かきしよう！」
展示「おもしろいからこ
れぜひ読んで！」

11 月 22 日（土）午後２時～

10 月９日（木）～11 月９日（日）

展示「やっぱり，家族」

11 月 11 日（火）～30 日（日）

わくわくおはなし会

10 月 26 日（日）午前 11 時～

いろいろな葉っぱで貼り絵を作製する。
会場：アステールプラザ４階
職員のお薦め本を展示。
「家族の日」「家族の週間」「いい夫婦の日」にちなんで，家
族に関する図書を展示。
絵本の読み聞かせなど。

者
幼児～一般

児童～一般

児童～一般
幼児～児童

絵本の読み聞かせ，手遊び，わらべうた，パネルシアター
おやこであそぼう！つく
ってあそぼう！

（注１）及び簡単な工作など。
11 月 22 日（土）午前 10 時～

場所：東区民文化センター３階美術工芸室
定員：15 名（要申込み。先着順。11 月１日（土）午前９時か

広島市立東

幼児～児童と保護
者

ら，直接来館又は電話でお申し込みください。）

区図書館
展示「地球のために，で
きること」
展示「ええじゃん，ひろし
ま再発見！

10 月１日（水）～17 日（金）

10 月 18 日（土）～11 月 24 日（月）

環境問題に興味・関心を持ってもらえる手助けとなる本を展
示。
広島出身の作家や広島が舞台の本，広島に縁があるもの
が紹介されている本などを展示。

児童～一般

児童～一般
広島市立図書館の

保存期限切れ雑誌をお 10 月 12 日（日）午前９時～（なくなり次第終 図書館での保存期限が切れた雑誌を希望者に無料で先着 貸出利用券をお持
譲りします

了）

順で譲渡（１人５冊まで）。

ちの方，また新しく
作成できる方

広島市立南

おはなしクラブ

10 月 18 日（土）11 月 22 日（土）午後２時～

絵本の読み聞かせや紙芝居など。

幼児～児童

区図書館
ようこそ絵本の世界へ
～赤ちゃんといっしょに
～
おはなしわくわく

10 月 21 日（火）午前 10 時～，午前 11 時
～
10 月 25 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせやわらべうた遊び。
定員：各 25 組（要申込み。先着順。10 月１日（水）より，直接
来館又は電話でお申し込みください。）
絵本の読み聞かせなど。

０～２歳児と保護
者
幼児～児童

おはなし玉手箱

11 月１日（土）午前 11 時～

ストーリーテリング（注２）など。

幼児～一般

おはなしポッケ

11 月 29 日（土）午前 11 時～

絵本の読み聞かせなど。

幼児～児童

10 月１日（水）～30 日（木）

祭りに関する本を展示。

児童

11 月１日（土）～27 日（木）

家族に関する本を展示。

児童

展示「おまつり わっしょ
い！」
展示「かぞくって」
和楽器の演奏とおはな
し会
広島市立西
区図書館

10 月 26 日（日）午後２時～

展示「あきをたのしもう」 10 月１日（水）～31 日（金）
展示「おいしいものみつ
けた」

11 月１日（土）～30 日（日）

尺八など和楽器の演奏とおはなし会。
場所：西区民文化センター大広間

乳幼児～一般

秋に関する本を展示。

幼児～児童

食べ物に関する本を展示。

幼児～児童

新聞紙や牛乳パックでおもちゃを作って遊ぶ。

平成 26 年度エコライフ
広島市立安 実践講座 第２回「エコ 11 月 29 日（土）午前 10 時～
佐南区図書 工作で遊ぼう！」

場所：安佐南区文化センター大広間
定員：15 組（要申込み。先着順。11 月 11 日（火）午前９時か

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。）

館
展示「芸術の秋がやっ
てきた」

10 月１日（水）～11 月 27 日（木）

芸術に関する本を展示。

児童～一般

図書館での保存期限が切れた雑誌を希望者に無料で配
布。
雑誌リサイクルフェア

10 月 12 日（日）午後１時～

広島市立安

貸出利用券をお持

定員：80 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）～15 日（水） ちの方，また新しく
必着。往復はがきでお申し込みください。）※当日午後３時よ 作成できる方

佐北区図書
館

場所：安佐北区民文化センター２階大会議室

広島市立図書館の

り，申込み不要のフリータイムあり。
展示「謎解きの世界へ
ようこそ」
展示「谷川俊太郎 言
葉の世界」

10 月２日（木）～31 日（金）

ミステリーに関する本を展示。

児童～一般

11 月１日（土）～30 日（日）

谷川俊太郎に関する本を展示。

児童～一般

雑誌リサイクルフェア

11 月２日（日）午前９時～（なくなり次第終
了）

図書館での保存期限が切れた雑誌を希望者に無料で譲渡
（１人３冊まで）。

児童～一般

持ち込み・持ち帰り自由の交換市（１人 20 冊まで）。
広島市立安 本の交換市

11 月９日（日）午前 10 時～

芸区図書館

当日午前９時より，整理券を配布。初めの１時間のみ，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。

展示「のりものいろいろ」 10 月１日（水）～31 日（金）
展示「世界の国や文化
を知ろう」

11 月１日（土）～30 日（日）

旅行や乗り物に関する本を展示。

児童～一般

世界各国・地域に関する本を展示。

児童～一般

こども映画の上映と絵本の紹介。
こども映画会

10 月 26 日（日）午後２時～

場所：佐伯区民文化センター音楽室
定員：50 名（当日先着順。）

広島市立佐
伯区図書館

児童～一般

展示「秋をかんじるこの
１冊」
展示「ゆっくりと冬をすご
そう」

幼児～児童と保護
者

10 月９日（木）～31 日（金）

秋で連想されるもの，ハロウィンなどの本を展示。

児童～一般

11 月１日（土）～27 日（木）

冬を楽しく過ごす本を展示。

児童～一般

塗り絵でもっと秋を楽しもう。
マンガイラスト教室

11 月１日（土）午後１時～

講師：甲斐さゆみ，迫田良明
定員：30 名（要申込み。先着順。10 月１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。）

広島市立佐
伯区図書館
湯来河野閲
覧室

幼児～一般

広島市立図書館の
雑誌リサイクル

11 月３日（月）午前 10 時～（なくなり次第終 図書館での保存期限が切れた雑誌を希望者に無料で譲渡 貸出利用券をお持
了）

（１人５冊まで）。

ちの方，また新しく
作成できる方

展示「〇〇まつり」

10 月１日（水）～31 日（金）

〇〇まつりと題して，いろいろな発見ができるような本を展
示。

児童～一般

展示「手づくりしてみよ
う」

11 月１日（土）～30 日（日）

身の回りにある様々なものを手作りしてみたくなるような本
を展示。

児童～一般

比治山大学短期大学部美術科の生徒に，準備したはがき
に応募者の似顔絵を描いてもらい，完成後はまんが図書館で
似顔絵大集合！

10 月 12 日（日）午前 10 時 30 分～

の展示の後，応募者へ返送する。

幼児～一般

定員：25 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）午前 10 時か
ら，直接来館又は電話でお申し込みください。）
プロの漫画家によるパソコンを使った描き方を見て学ぶ。
君もマンガ家！！中高
生漫画・イラスト講座

11 月１日（土）午前 10 時～

講師：南一平

中学校１年生～高

定員：15 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）午前 10 時か 校３年生相当年齢
ら，直接来館又は電話でお申し込みください。）
プロの漫画家に，イラストの画面構成や魅力ある描き方を学

君もマンガ家！！漫画・
広島市まん イラスト講座

ぶ。
11 月２日（日）３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（水）午前 10 時

が図書館

小学校３年生～６
年生

から，直接来館又は電話でお申し込みください。）
第４回広島本大賞「その他部門」で大賞を受賞した『キリマン
じゃろ』の著者，広島市安佐動物公園の飼育係・南方延宣技
がたちゃんのマンガトー
ク！

師に，漫画制作秘話や，動物の生態・行動，動物園の裏話な
11 月９日（日）午後２時～

どについてお話いただく。

児童～一般

場所：こども文化科学館１階アポロホール
定員：200 名（要申込み。先着順。10 月１日（水）～24 日（金）
必着。往復はがきでお申し込みください。）

展示「鉄道まんが特集」 10 月２日（木）～11 月 27 日（木）

秋の旅行シーズンにちなみ，鉄道に関する漫画本を展示。

展示『「似顔絵大集

10 月 12 日（日）に開催する「似顔絵大集合！」で制作された

合！」作品展』

10 月 13 日（月）～26 日（日）

展示「おもしろその年ま 11 月 29 日（土）～

似顔絵作品を展示。

児童～一般
児童～一般

第 16 回（平成 25 年度）おもしろその年まんが大賞の入賞作 幼児～一般

んが大賞」
〈まんが〉本の交換市

品を展示。
10 月 26 日（日）午前 11 時～

持ち込み，持ち帰り自由の本（漫画本）の交換市。
場所：広島市安公民館

乳幼児～一般

漫画家の先生に絵の描き方を教えてもらいながら，クリスマ
広島市まん
が図書館あ
さ閲覧室

クリスマスカードをつくろ

スカードを作成する。

う！～イラスト漫画講座 11 月 30 日（日）午前 10 時～

場所：広島市安公民館２階研修室

～

定員：20 名（要申込み。先着順。11 月１日（土）午前 10 時か

小・中学生

ら，直接来館又は電話でお申し込みください。）
閲覧室に隠されたマッピーを探すとともに，あさ閲覧室のこ
マッピーをさがせ！2014 10 月 18 日（土）～11 月９日（日）

とを知ってもらうイベント。図書館の利用に関する簡単なクイ

乳幼児～一般

ズ付き。
プーさんのえほんかい

10 月８日（水）11 月 22 日（土）午前 11 時
～，10 月 25 日（土）午後３時～

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

絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

10 月 18 日（土）19 日（日）22 日（水）25 日
呉市中央図 プーさんのいろいろえほ （土）26 日（日）29 日（水）11 月３日（月）午
書館

んかい

前 11 時～，10 月 18 日（土）19 日（日）26
日（日）11 月３日（月）午後３時～

プーさんのはじめまして 11 月 10 日（月）17 日（月）24 日（月）午前
のえほんかい
ババールのえほんかい
呉市広図書
館

ババールのよちよちえ
ほん会

11 時～
10 月 15 日（水）11 月 19 日（水）午後３時
30 分～
10 月 28 日（火）午前 10 時 30 分～

呉市昭和図 えほんかいとんぼのめ 10 月 15 日（水）25 日（土）11 月 19 日（水）
書館

がね

呉市川尻図 スワニーの紙しばい

午後３時 30 分～
10 月 11 日（土）11 月８日（土）午後１時 30

絵本の読み聞かせ。

０～２歳児と保護
者

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

書館

分～
スワニーのおひざにだ

10 月 17 日（金）11 月 21 日（金）午前 11 時

っこの絵本会

～

スワニーの絵本会

10 月 25 日（土）11 月 15 日（土）午後２時
30 分～

呉市音戸図 ももちゃんのポケットの 10 月 15 日（水）11 月 19 日（水）午後３時
書館
呉市倉橋図
書館

絵本の読み聞かせ。

絵本の読み聞かせ。

０～２歳児と保護
者
３歳児以上と保護
者

絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

宝島くらはしのえほん会 10 月 18 日（土）11 月 15 日（土）午後３時～ 絵本の読み聞かせ。

乳幼児～一般

会

30 分～

10 月 11 日（土）11 月８日（土）午前 10 時～ 絵本の読み聞かせ。

児童～

10 月 11 日（土）11 月８日（土）午前 10 時

乳幼児～幼児と保

このゆびとまれの絵本
呉市安浦図 会
書館
このゆびとまれのちいさ
な絵本会
市立竹原書 第 25 回文庫まつり「お
院図書館

はなしひろば」

40 分～
10 月 25 日（土）午前 10 時～

図書館

おはなし広場（虹の会
絵本のよみかたり）

尾道市立中 出前おのみち民話紙芝
央図書館

居

尾道市立み 御調中学校吹奏楽演奏
つぎ子ども

会

図書館

絵手紙教室

絵本の読み聞かせ。

護者
０～３歳児と保護
者

ペープサート（注３），ブラックパネルシアター（注４）や大型
10 月 25 日（土）午前 10 時 30 分～

絵本読み語りなど。

乳幼児～一般

場所：竹原市福祉会館大広間

おはなし広場（ねむの木 11 月１日（土）午前 10 時 30 分～，午後２
三原市中央 絵本のよみかたり）

絵本の読み聞かせ。

時 30 分～
11 月２日（日）午前 10 時 30 分～

生涯学習フェスティバル関連行事。「ねむの木」の皆さんに
よる絵本の読み語り。
生涯学習フェスティバル関連行事。「虹の会」の皆さんによ
る絵本の読み語り。

乳幼児と保護者

乳幼児と保護者

11 月３日（月）午前 10 時～

おのみち民話紙芝居の上演。

幼児

10 月 16 日（木）午前 10 時 30 分～

御調中学校吹奏楽部による演奏会。

幼児～一般

10 月 19 日（日）午前 10 字 30 分～

絵手紙の基本を学び，自分の気持ちを短い言葉で表現す

幼児～一般

る。
人形劇「パフ」

11 月 23 日（日）午後２時～

図書館見学会

10 月 10 日（金）午前 10 時 30 分～

因島図書館開館 20 周
年記念民話紙芝居上演 10 月 28 日（火）午前 10 時 30 分～
尾道市立因

会

人形劇，エプロンシアター（注５）やパネルシアター（注１），
ペープサート（注３）等を上演。
保育園児等による見学会。図書館ボランティアグループ「お
はなしひろばポレポレ」による読み聞かせ。
市民団体「ひこうき雲」による，因島地方に伝わる民話の紙
芝居の上演。

幼児～一般

４～５歳児

幼児～一般

島図書館
開館 20 周年記念スタン
プラリー

10 月 28 日（火）～11 月 30 日（日）

図書館見学会

11 月 13 日（木）午前 10 時 30 分～

わくわくお話フェスタ

11 月１日（土）午後２時～

ストーリーテリング

11 月９日（日）午前 11 時～

尾道市立向 展示コーナー

10 月中

島子ども図
書館

スタンプラリー。
保育園児等による図書館見学会。ボランティア「なぎさ会」に
よる読み聞かせ。
潮風おはなしクラブ，向東小読書サークルあひる文庫による
おはなし会。
おはなしクラブ・ホットケーキによるストーリーテリング（注
２）。
“もぐもぐおいしいもぐもぐ食べたい…食欲の秋～食べる幸
せ，作る喜び～”
市内小・中学生の夏休みの科学研究作品のうち，優秀作品

幼児～一般

４～５歳児

乳幼児～一般

乳幼児～一般

乳幼児～一般

展示コーナー

10 月中

掲示コーナー

10 月中

展示コーナー

11 月中

掲示コーナー

11 月中

MOA 児童絵画の作品。

乳幼児～一般

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

福袋による貸出し。

乳幼児～一般

福山市中央 読書週間行事「あけて
図書館

おはなし会等，図書館事業への参加及び，来館時等による

びっくり！図書館福袋」

の一部を展示。
向東保育所・園児の作品。
私たちの大好きな本を紹介します！『「わくわく」図書館員お
すすめ本特集』

乳幼児～一般
乳幼児～一般
乳幼児～一般

「えーほん de おはなし
会」
ふくやま子どもフェステ
ィバル おはなし会
ふしぎな世界を探検しよ
う～科学のおはなし会

10 月 26 日（日）午前 11 時～ ，午後２時～ 大型絵本の読み聞かせや手遊びなど。

乳幼児～一般

11 月３日（月）午後２時～

大型絵本の読み聞かせやミニ工作など。

乳幼児～一般

11 月 15 日（土）午後２時 30 分～

科学のおはなし会。

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」・「移動図書館のあ

ブックリスト「ようこそ本の森へ～司書おすすめブックリスト」
10 月 20 日（月）～26 日（日）

ゆみ」
展示「絵本ってどうやっ
てできるの？」
読書週間行事「あけて
びっくり！図書館福袋」
福山市松永
図書館

の内容紹介と，昨年 50 周年を迎えた移動図書館についての
展示。

乳幼児～一般

場所：福山市役所１階市民ホール
10 月 22 日（水）～29 日（水）

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

秋のまいにちのおはな 10 月 27 日（月）～31 日（金）毎日午前 11

絵本『ラッキー！ラッキー！』の印刷・製本の過程を展示。
場所：ローズコム１階エントランスホール

乳幼児～一般

福袋による貸出し。

乳幼児～一般

絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

し会

時～

秋のおはなし会

11 月８日（土）午後３時～

人形劇『３びきのこぶた』や絵本の読み聞かせなど。

乳幼児～一般

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

福袋による貸出し。

乳幼児～一般

読書週間行事「あけて
福山市北部 びっくり！図書館福袋」
図書館

「ろうそくのおはなし会」 10 月 26 日（日）午後１時 30 分～
読書週間行事「あけて
びっくり！図書館福袋」

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

広実知美さん（福山おはなし同好会）と職員によるストーリー
テリング（注２）。
福袋による貸出し。

乳幼児～一般

乳幼児～一般

福山市東部
図書館

ちょっとふしぎなおはな
し会～絵本を使わない
“かたり”の時間

11 月１日（土）午後３時～

ストーリーテリング（注２），パネルシアター（注１），小物を使
ったお話及び手遊びなど。

乳幼児～一般

読書週間行事「あけて
福山市沼隈 びっくり！図書館福袋」
図書館

沼隈図書館職員による
秋のとしょかんまつり
読書週間行事「あけて

福山市新市 びっくり！図書館福袋」
図書館

「世界を知りたい！おは
なし会」
読書週間行事「あけて
びっくり！図書館福袋」

福山市かん
なべ図書館

英語でたのしいおはな
し会
英語でたのしいおはな
し会
秋のおはなし会スペシ

府中市立図 ャル
書館
図書館見学

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

11 月 30 日（日）午後２時～

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了）

11 月８日（土）午後２時～

10 月 27 日（月）～（なくなり次第終了 ）

10 月 18 日（土）午前 11 時～

11 月 15 日（土）午前 11 時～

10 月 11 日（土）午後２時～
10 月６日（月）９日（木）10 日（金）17 日（金）
23 日（木）午前 10 時～

をつくろう
三次市立図

ゼントををゲット！

アノ演奏など子供から大人まで楽しめるコンサート。
福袋による貸出し。
カザ敬子さんの原画展にちなみ，英語での読み聞かせやス
トーリーテリング（注２）など。
福袋による貸出し。
英語で楽しいおはなし会。
『しゃっくりがいこつ』マージェリー・カイラー／作

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

『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』バージニア・リー・バートン 乳幼児～一般
／作

ブレスレット＆ストラップ 10 月 11 日（土）午後２時～

クイズに挑戦！でプレ

人形劇『ブレーメンの音楽隊』やショパン「幻想即興曲」のピ

乳幼児～一般

英語で楽しいおはなし会。

カラフル輪ゴムを遊んで

書館

福袋による貸出し。

大型絵本や人形を使ったお話など，いつもとは違ったスペシ
ャルなおはなし会。
府中市内の保育所・小学校の図書館見学。

カラフルな輪ゴムを使って，オリジナルのアクセサリーを作
る。

幼児～一般

児童

児童～一般

本を借りられた方に応募用紙を渡す。クイズの答えと欲しい
10 月 27 日（月）～11 月９日（日）

合格しおり 五・七・五募 11 月１日（土）～

プレゼント番号を記入して応募。プレゼント当選者は正解者の 幼児～一般
中から抽選。
利用者の方に受験生応援五・七・五を募集。しおりにして受 幼児～一般

集・配布
古本リサイクル市

験生へ配布。
11 月３日（月）午前 10 時～

第６回本のメッセージカ
ードコンクール 入賞・

11 月１日（土）～

入選作品の展示
三次市立吉
舎図書館

吉舎図書館おはなし広
場 in 吉舎ふれあい巴ま 10 月 19 日（日）午前 11 時～
つり

三次市立三 たっちゃんの紙芝居ライ
和図書館

ブ
「おはなしのいずみ」お
はなし会
「一路の会」読み語り

庄原市立図 「山の子会」読み語り

市民の方から提供された古本や，図書館からの古雑誌など
をリサイクルで提供。
メッセージカードコンクールの入賞・入選作品を展示。入賞・
入選作品は市内各館を巡回します。

移動図書館，おはなし会，おはなしクイズ，ちいさなだじゃれ
大会及びゲームなど。

幼児～一般

乳幼児～一般

幼児～児童

熱血紙芝居師たっちゃんが，チリンチリンとベルを鳴らし，自
11 月 29 日（土）午後１時 30 分～

転車こぎこぎやってくる。子供たちはもちろん，おじいちゃん， 幼児～一般
おばあちゃんまで楽しめる参加型の紙芝居。

10 月 11 日（土） 午後１時 30 分～
10 月 17 日（金）11 月 21 日（金）午前８時
25 分～
10 月 25 日（土）11 月 22 日（土）午前 10 時
30 分～

「つき」をテーマにしたおはなし会。

乳幼児～一般

高野小学校での読み語り。

小学校１～６年生

東城分館での読み聞かせ。

幼稚園年少組

「みのり」をテーマにしたおはなし会。

乳幼児～一般

書館
「おはなしのいずみ」お
はなし会
展示「のりもの」

～10 月 19 日（日）

展示「ことば」

10 月 19 日（日）～11 月 20 日（木）

秋のおはなし会スペシ
大竹市立図

11 月８日（土）午後１時 30 分～

ャル

10 月 18 日（土）午前 10 時 30 分～

東海道新幹線が 10 月１日で 50 周年を迎えるにあたり，「の
りもの」を特集展示。
「ことば」や「かず」についての絵本を特集展示。
子ども司書も参加して絵本の読み聞かせのほか、人形劇や
エプロンシアター（注５）を行う。

乳幼児～一般
乳幼児～一般
幼児～児童

書館
展示

10 月中

魅力的な歴史の偉人伝。

児童

展示

11 月中

記念 高野優講演会

児童

絵本選びのコツ，読み聞かせの方法，大人になってからの

市制施行 40 周年＆中
央図書館開館 20 周年

ようこそ きらめく星の世界へ。

絵本との付き合い方などについて，イラストレーターの高野優
10 月 24 日（金）午後１時 30 分～

氏がイラストを描きながら楽しくお話しする。要整理券。直接

幼児～一般

来館又は電話でお申し込みください。

「絵本の時間」

場所：市民文化センター３階アザレアホール
来館したり対象イベントに参加するとポイントがもらえて記念

東広島市立 中央図書館開館 20 周

品と交換できるポイントラリーや，図書館見学ツアー，青空お

中央図書館 年記念 秋の読書週間 10 月 25 日（土）～11 月９日（日）

はなし会，ボランティアによるおはなし会，映画会，移動図書

イベントラリー

乳幼児～一般

館臨時ステーション開設，企画展示などの各種イベントを行
う。

ブック交換市

11 月１日（土）～２日（日）

わらべうたであそぼ

11 月２日（日）午後２時～

雑誌リサイクル市

11 月８日（土）～９日（日）

おにいさん，おねえさん
とあそぼ！

ご家庭の遊休本のリサイクル市。
みんなでわらべうたや触れ合い遊びを楽しむ。
定員：30 名（直接来館又は電話でお申込みください。）
図書館の保存年限が切れた雑誌のリサイクル市。
広島大学児童文化研究会の学生による歌やゲーム，読み

10 月４日（土）午後２時～

東広島市立 広島県立図書館図書
サンスクエア 部！！in 東広島 ビブリ 10 月５日（日）午後１時 30 分～
児童青少年 オバトルにチャレンジ
図書館

聞かせなどのお楽しみ会。
場所：サンスクエア東広島２階研修室１・２

乳幼児～一般
乳幼児～一般
乳幼児～一般
幼児～小学校低学
年と保護者

自分が面白いと思う本を持参し，みんなに紹介する。紹介さ
れた中で一番読みたくなった本に，参加者全員が投票し，チ
ャンプ本を決定する。

中学生～大学生

場所：サンスクエア東広島２階研修室２
事前に参加者全員が課題本『園芸少年』（魚住直子著）を読

中学生のための読書会 11 月９日（日）午後１時～

んできて，自由に語り合う。11 月３日（月）までに，直接来館又
は電話でお申し込みください。）
場所：サンスクエア東広島２階日本間

中学生

事前に参加者全員が課題本『ザ・ギバー』（ロイス・ローリー
高校生のための読書会 11 月９日（日）午後２時 45 分～

著）を読んできて，自由に語り合う。11 月３日（月）までに，直
接来館又は電話でお申し込みください。）

高校生

場所：サンスクエア東広島２階日本間
劇団パレットによる人形
劇
本のリサイクル市
おはなしのとびら ひら
東広島市立 けごま

11 月 29 日（土）午後２時～
11 月１日（土）～２日（日）
11 月３日（月）午後２時～

黒瀬図書館
古典芸能に親しむ～黒
瀬ふれあい寄席～

人形劇やブラックシアター（注４）を行う。

幼児～小学校低学

場所：市民文化センター３階アザレアホール

年と保護者

ご家庭のご遊休本のリサイクル市。

乳幼児～一般

ろうそくの明かりで昔話を楽しむおはなし会。
場所：黒瀬生涯学習センターイベントホール

乳幼児～一般

古今亭菊志んさんの落語の公演。10 月 21 日（火）午前 10
11 月 29 日（土）午後２時～

時から，東広島市立図書館全館で整理券を配布。

児童～一般

場所：黒瀬生涯学習センターイベントホール
子供向けアニメーション『PiPi とべないホタル』（原作/小沢昭

秋休み映画上映会

10 月 12 日（日）午前 10 時 30 分～

巳）を上映。（上映時間 90 分）

乳幼児～一般

場所：河内地域センターホール
東広島市立
河内こども図
書館

雑誌・ブックリサイクル
市
古典芸能に親しむ～河
内ふれあい寄席～

ミニミニおはなし広場

11 月１日（土）～２日（日）

図書館の保存年限が切れた雑誌及びご遊休本のリサイク
ル市。（ご家庭の遊休本の受付けは行っておりません。）
古今亭菊志んさんの落語の公演。10 月 21 日（火）午前 10

11 月 29 日（土）午前 10 時 30 分～

時から，東広島市立図書館全館で整理券を配布。

10 月 15 日（水）午前 11 時～

福富図書館 ふるさと再生 日本の昔 11 月３日（月）午前 10 時 30 分～，午後１

豊栄図書館

児童～一般

場所：河内地域センターホール
紙芝居，絵本の読み聞かせや手遊びなどを行う。

東広島市立

東広島市立

乳幼児～一般

ばなし

時 30 分～

本のリサイクル市

11 月１日（土）～２日（日）

子供向けアニメーション映画『鶴のおんがえし』，『泣いた赤
鬼』を上映。（上映時間 44 分）
ご家庭のご遊休本のリサイクル市。

幼児～児童と保護
者
乳幼児～一般

乳幼児～一般

子どもと本の講座
はつかいち
市民図書館

みんなで子育て 家族
で楽しん Day！２
図書館まつり 人形劇
がやってくる！

10 月６日（月）午前 10 時～
10 月 10 日（金）午前 10 時～

11 月８日（土）午前 10 時 30 分～

第４回「赤ちゃんとわらべうた」
はつかいち子育て応援イベントの中で，絵本の読み聞かせ
やわらべうたで遊ぶ。
人形劇『おむすびころりん』他。
“おつきさまこんばんは”のテーマでお月様関連の絵本を展

一般
乳幼児と保護者

幼児～一般

特設展示

10 月中

立八千代図 特設展示

10 月中

“トイレのおはなし”のテーマでトイレ関連の本を展示。

幼児～児童

書館

特設展示

11 月中

“たべものいっぱい”のテーマで食べ物関連の本を展示。

幼児～児童

特設展示

11 月中

“いろんな ふしぎ”のテーマで不思議関連の本を展示。

幼児～児童

安芸高田市

安芸高田市
立美土里図 BOOK クイズ

10 月１日（水）～11 月 30 日（日）

書館
府中町立図
書館

第７回 図書館まつり
不要になった本の受け
付け

海田町立図
書館

本のリサイクル市
今月の本（10 月・11 月
の本）展示

熊野町立図

小・中学校

乳幼児～一般

11 月１日（土）～７日（金）

本のリサイクル市に提供するための寄贈本を受け付ける。

乳幼児～一般

11 月９日（日）午前 10 時～

不要になった本を来館者に無料で提供する。

乳幼児～一般

10 月１日（水）～11 月 30 日（日）

10 月・11 月のテーマ（一般書：話題の作家による文学の本，
児童書：感動する本）の本をロビー展示コーナーで紹介する。

児童～一般

図書館を利用したことのない年中・年長の児童を主な対象
11 月８日（土）午前 11 時～

ーをしよう～

とあきのほん」

らえる。

本や雑誌のリサイクル，おはなし会，朗読会及び紙芝居。

にしたおはなし会。詩の朗読，読み聞かせ，エプロンシアター
（注５）及び図書館の説明など。

年中～年長の児童

定員：50 名（要申込み。）

書館
児童展示「ハロウィーン

本の内容に関するクイズを出題，10 問正解したら景品がも

幼児～児童

11 月１日（土）午前 10 時～

おはなしいっぱい！～
たのしい図書館デビュ

示。

10 月１日（水）～10 月 31 日（金）

ハロウィーンと秋に関する本を展示。

児童

読書週間特別展示「図
書館職員が選んだおす 10 月１日（水）～11 月９日（日）

図書館職員が選んだお薦め本を展示。

児童

食べ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

すめ本」
児童展示「おなかいっぱ
い！」
坂町立図書
館

おはなし会

北広島町図 私の本コレ！セレクショ
書館

ン
図書館の延長開館＆ミ

世羅町世羅 ニコンサート
図書館

図書館の延長開館＆や
まねこ母さんのお話会。

神石高原町 感想文の書き方教室
シルトピアカ 展示「ハロウィン関連図
レッジ図書館 書特集」
大崎上島文 展示「第 27 回選定よい
化センター情 絵本特集」
報プラザ・エ 展示「第 26 回読書感想
ル

画中央コンクール」

11 月１日（土）～30 日（日）
10 月 16 日（木）23 日（木）11 月 20 日（木）
27 日（木）午前 10 時 30 分～

読書週間の期間中に利用者の方々にも参加してもらい図書
11 月中旬～

に関する募集をする。としょかん川柳・お薦め本の POP・読書 幼児～一般
感想画などを募集し，11 月中旬から展示予定。

10 月 25 日（土）午後６時～

11 月 15 日（土）午後６時～

開館時間を午後８時まで延長し，午後６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。
開館時間を午後８時まで延長し，午後６時より「やまねこ母さ
ん」による，宮沢賢治作品の花巻弁でのお話会を行う。

幼児～一般

幼児～一般

10 月 19 日（日）11 月 16 日（日）午後１時～ 課題本を設定し，感想文の書き方を考える教室を開催。

小・中・高校生

10 月７日（火）～31 日（金）

ハロウィンにまつわる図書を展示。

乳幼児～一般

～10 月

よい絵本選定の絵本を特集コーナーに設置。

幼児～一般

10 月～

読書感想画中央コンクールの指定図書を特集コーナーに設
置。

小・中・高校生

注１ 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話を進めていくもの。
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 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。
注４ ブラックパネルシアターとは，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のこと。
注５ 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。

