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＜大分県立図書館 子ども読書推進事業のお知らせ＞

初心者のための読み聞かせ入門講座

～ようこそ！絵本の世界へ～

♪子どもたちに絵本を読んであげたい・・どんな本を読んだらいいの？
♪幼稚園や小学校で読み聞かせを始めたい・・でも何だかちょっと難しそう。
そんなお母さん・お父さん（おばあちゃん・おじいちゃん）のために

初心者のための読み聞かせ入門講座を開きます。
大分県立図書館の司書が実際に絵本を手にとってわかりやすくお話しします。
どうぞお気軽にご参加ください。♪参加は無料です。
対象：読み聞かせの初心者 （※開催市町村以外の方も受講できます。
）
内容：本の選び方、読み聞かせの仕方
申込み方法：電話・FAX・直接来館のいずれかにて下記までお申し込みください。
（会場により申込の受付期間、申込の場所が異なります。）

日 時

10 月 17 日（土）
14 時～

開催市町村

津久見市

会 場
（申込み先→）
津久見市民図書館 ２階会議室
申込み先→津久見市民図書館
津久見市大友町５－１５

受付期間

募集人員

9 月 15 日
（火）～

（先着順）
３０人

9 月 15 日
（火）～

（先着順）
４０人

10 月 1 日（木）
～31 日（土）

（先着順）
５０人

10 月 5 日
（月）～

（先着順）
５０人

10 月 15 日
（木）～

（先着順）
５０人

10 月 15 日
（木）～

（先着順）
５０人

（℡０９７２－８５-００８０）（ＦＡＸ０９７２―８５－００８１）

杵築市立図書館
10 月 24 日（土）
13 時～

杵築市

申込み先→杵築市立図書館
杵築市大字杵築１－１

（℡０９７８－６２－４３６２）（ＦＡＸ０９７８－６２－３４０１）

コンパルホール 302 会議室
11 月 6 日（金）
13 時～

大分市

申込み先→大分市民図書館
大分市府内１－５－３８

（℡０９７－５３８－３５００）（ＦＡＸ０９７－５３８―３７４４）

宇佐市民図書館
11 月 13 日（金）
14 時～

宇佐市

申込み先→宇佐市民図書館
宇佐市大字上田１０１７－１

（℡０９７８－３３－４６００）（ＦＡＸ０９７８－３３－４６７９）

竹田市総合社会福祉センター
11 月 23 日
（月・祝日）13 時～

竹田市

申込み先→竹田市立図書館
竹田市大字会々１６５０

（℡０９７４－６３－１０４８）（ＦＡＸ０９７４－６３－１０４８）

九重町保健福祉センター視聴覚室
11 月 28 日（土）
10 時～

九重町

申込み先→九重町児童館
九重町後野上１７－１

（℡０９７３－７６－２５００）（ＦＡＸ０９７３－７６－３８３５）

パンフレットのご希望については大分県立図書館ＨＰ（http://library.pref.oita.jp/）
県立図書館からのお知らせ＞初心者のための読み聞かせ入門講座 まで

県立図書館 トピックス
文化講演会「生きるよろこびを子どもたちに」～絵本と紙芝居をかく中で～
今回は、多くの絵本と紙芝居をこの世に生み出し、子どもと大人にすてきな時間をたくさん届けて
くれる、絵本・紙芝居作家のまついのりこさんをお迎えします。
戦争体験とご自身の子育ての経験を通して、日々重ねられてこられた絵本や紙芝居への思いをおは
なしして頂きます。
また、今見直され始めた紙芝居の魅力も間近に体験してみませんか。

講演者：

まつい のりこ さん
（絵本・紙芝居作家）

主な著作：
「じゃあじゃあびりびり」
「おおきくおおきくおおきくなあれ」他多数

開催日：２００９年１０月３１日（土） 場所：大分県立図書館（詳細は下に紹介）
申込み方法：ＦＡＸ、郵送、図書館カウンターで
※講演会・紙芝居講座の申込みフォーム入手
（図書館ＨＰ お知らせ＞催し物、企画展示＞文化講演会ご案内）
問い合わせ先：〒８７０－０８１４
大分県大分市駄原５８７－１（代表 大分県立図書館 企画・資料課）
０９７－５４６－９９７２ ＦＡＸ０９７－５４６－９９８５
① 講演会
日時：１０月３１日（土）
１０：００～１２：００ （開場９：３０）
場所：大分県立図書館 ２Ｆ視聴覚ホール
定員：先着２００名 （事前申込みが必要）
※託児できます（３０名＝事前申込みが必要 ２歳～就学前のお子さん）
◎受講できない場合に限り、１０月２３日までお知らせします。
② 紙芝居講座
日時：１０月３１日（土）
１３：００～１５：００（開場１２：４０）
場所：大分県立図書館 １Ｆ第２・３研修室
対象：読み聞かせ団体・教職員、図書館職員等で紙芝居を実際に行う方
定員：６０名 （事前申込みが必要）
※託児はしておりません
申込み期間：２００９年９月２９日（火）～１０月２０日（火）
※希望者多数の場合は早期に締め切らせて頂く場合がございますので
ご了承下さい。

「子ども読書に関わる県内の行事」のお知らせ
県内公立図書館の行事をお知らせします。
＊中津市立小幡記念図書館 「スペシャルおはなし会」
日時：10 月 1９日（月）11：00～11：４５
内容：手袋人形、パネルシアター、絵本の読み聞かせ、エプロンシアター、手あそび、手話コーラス等を行います。
＊日出町立萬里図書館 ①「子ども映画会」
日時：１０月３日・１７日（土）１１月７日・２１日（土）10：30～11：00
内容：幼児から小学生を対象とした子ども向け映画を上映します。
②「読み聞かせ」
日時：10 月 23 日、11 月 27 日（金）11：00～11：３0
内容：あかちゃんを対象とした読み聞かせや楽しい遊びなどを実施します（協力：読み聞かせの会「ふむふむ」のみなさん）。
③「ブックスタート」
日時：10 月１５日、11 月１９日（金）13：00～15：00
内容：4 ヶ月のあかちゃんを対象におすすめ絵本の紹介やプレゼントなどを実施します（協力：ブックスタートボランティアのみなさん）。
＊杵築市立図書館 「としょかんおはなしマラソン」
日時：１０月３１日（土）10：00～13：00
内容：おはなしくらぶボランティアの会とおはなし会のメンバーがジョイント、３時間のあいだ、いつ参加
してもおはなしのマラソンが続いています。
＊臼杵市立臼杵図書館 「よむよむ秋まつり」
日時：１０月２４日（土）13：30～15：30
内容：毎月行っている読み聞かせの内容をさらに充実させたものです。
＊由布市立図書館 「大分県児童文化祭」
日時：１０月１８日（日）10：00～12：00
内容：大分県児童文化研究会の方々による子ども向けのおはなし会です（よみきかせやパネルシアター等）。
＊玖珠町わらべの館 「第４回わらべサークルフェスティバル」
日時：10 月１７日（土）10：00～12：00
内容：お話、人形劇等わらべの館を中心に活動している団体が公演します。
（子どもイベントだよりから県内図書館の行事を掲載）

県立図書館では県内の図書館行事を 3 ヶ月ごとに「こどもイベントだより」として発行しています。
県立図書館ＨＰ（http://library.pref.oita.jp/）＞催し物を知りたい＞催し物（イベント）
＞定期的に開催されるイベント＞「子どもイベントだより」

こどもみらい文庫「新刊リスト」配布

6月

7月

8月

３４９６ ３６２７
こどもみらい文庨が開始されて５ヶ月になりました。 貸出冊数 ２４５２
所蔵冊数 ３４０６
３６１４ ３８７２
貸出冊数も徐々に増加しつつあります。
現在は毎月約 200 冊前後の児童書が入っています。
※貸出冊数は月ごと 所蔵冊数は累計冊数
県立図書館では、４月から８月までのこどもみらい文庨
受入分のリストを作成し、
「こどもみらい文庨新刊リスト」
として県内公立図書館等に配布しています。

「センターだより号外 第１号 戦争・平和の絵本・紙芝居リスト」配布
子ども読書支援センターだより号外としてテーマ別ブックリストを発行しています。
第１号は「戦争と平和」です。このリストに掲載された絵本・紙芝居等はこども室の「戦争・平和」
コーナーで常設展示しています。（リストは子ども室内「戦争・平和」コーナーにあります。）

「大型絵本・大型紙芝居・エプロンシアター所蔵リスト」配布
大分県立図書館では、学校や施設等でのおはなし会目的で使用する場合に限り、通常貸出していない
読み聞かせ用資料（大型絵本・大型紙芝居等）を特別に貸出し、読み聞かせ活動を支援しています。
（リスト及び絵本は子ども室内の子どもの本資料室内にあります。
）
平成２１年８月現在、大型絵本１３８タイトル 大型紙芝居 17 タイトル
エプロンシアターセット９タイトル（※１人３冊まで）

県立図書館こども室所蔵の雑誌紹介
大分県立図書館こども室では、読み聞かせ、児童文学研究等に役立つ雑誌を以下の通り展示しています。
バックナンバーを所蔵していますのでさらに遡ってそれを読むことも可能です。
子ども室 雑誌リスト一覧 （平成 21 年 9 月現在）
雑誌名

発行所

おおきなポケット

福音館書店

かがくのとも
学校図書館速報
季刊子どもと本
月刊おりがみ
こどもとしょかん
子どもと読書

福音館書店

子供の科学
こどもの図書館
こどものとも

発刊

月１ こどものとも 年少版

月１
全国学校図書館協議会
月２
子ども文庫の会
季刊
日本折り紙協会
月１
東京子ども図書館
季刊
親子読書地域文庫全国 隔月
連絡会
誠文堂
児童図書館研究会
福音館書店

こどものとも０,１,２ 福音館書店

雑誌名
こどものとも 年中向き
こどもの本棚
児童文芸
たくさんのふしぎ
ちいさなかがくのとも
日本児童文学

発行所

発刊

福音館書店

月１

福音館書店

月１
月１
隔月
月１
月１
隔月

日本子どもの本研究会
日本児童文芸家協会
福音館書店
福音館書店
日本児童文学者協会

月１ 母の友
月１ 月刊こどものほん
月１ 国際こども図書館の窓

福音館書店
日本児童図書出版協会
国際子ども図書館

月１
月１
不定期

月１ 子供と科学読み物

科学読物研究会

月１

「子どもゆめ基金」平成２２年度助成活動の募集が開始されます
「子どもゆめ基金」とは・・・
国と民間が協力してこどもの体験・読書活動などを応援し、こどもの健全育成の手助けをする基金です。
＜読書活動＞・＜体験活動＞・＜子供向け教材の開発や普及活動＞の３部門に対し助成を行っています。
助成団体として採択されると、助成対象となる活動に助成金を受けることができます。
募集期間：９月１８日（金）～１２月５日（火）
※ 詳細や募集案内の入手は
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 こどもゆめ基金ＨＰ（http://yumekikin.niye.go.jp）から
こどもゆめ基金ＨＰ＞ダウンロード＞平成 22 年度助成金を受けたい方へ

『読み聞かせ等のグループ調査』にご協力ありがとうございました
今年度の７月上旬より大分県内の小学校及び図書館に協力を依頼し
県内で活動されている読み聞かせ等グループの調査を行いました。
（調査結果は現在集約中です。）
集約された調査結果は県内読み聞かせグループの支援のために活用させて頂きます。
（調査結果は 12 月以降に県立図書館ＨＰに掲載予定です。）

