図書館子どもイベントだより

平成２５年３月～平成２５年５月号（通巻第３２号）

各図書館の行事予定です。親子で出かけて楽しんでください。
くわしいことは各図書館に直接おたずねください。
■ 臨時行事（３月～５月分）
図書館名

大分県立図書館

期

日

時

行 事 名

間

内

３月２０日（水）

１４：００～

アニメ映画上映会

親子で楽しめる、楽しいアニメ作品の上映
場所：視聴覚ホール

４月２３日（火）～５月１２日（日）

９：００～１７：００

そよかぜげんき広場
「クイズの広場」

クイズに答えてペンちゃんシールをもらおう

４月２７日（土）

１３：００～１３：５０

そよかぜげんき広場
視聴覚ホール 「おたのしみ広場」

子ども向けの人形劇

４月２７日（土）

１４：１０～１４：４０

そよかぜげんき広場
「図書館たんけんの広場」

４月２８日（日）

１０：００～１０：５０

４月２８日（日）

１４：００～１４：３０（幼児・小学生） そよかぜげんき広場
１５：００～１５：３０（幼児）
「紙芝居の広場」

４月２９日（月）

１１：００～１２：３０

４月２９日（月）

１３：１５～１４：１５

４月２７日（土）、２８日（日）、２９日（月） ４月中 １０：００～
５月３日（金）～６日（月）
５月中 １４：００～
５月１１日（土）、１２日（日）
（４０分程度）

容

図書館の中の、いつもは入れないところを探検しよう！
対象：幼児（年長）～小学生 ※保護者
同伴も可
プラ板に好きな絵を書き入れ、トースターで焼き上げてから、キーホルダーを作成
そよかぜげんき広場
「工作の広場Ⅰ プラホビーをつくろう」
対象：小学生
（３０名程度）

そよかぜげんき広場

子ども向けの紙芝居のおはなし会
紙で本物そっくりの昆虫を作ろう
対象：小学生

「工作の広場Ⅱ 紙の昆虫をつくろう」

（３０名程度）

そよかぜげんき広場
視聴覚ホール 「おたのしみ広場」

音楽会と読み聞かせ
・日本人アーティスト「ブルーグラス」によるカントリーミュージック演奏
・チャドウィック領事による、英語絵本の読み聞かせ

そよかぜげんき広場
「アニメ映画の広場」

子ども向けのアニメ映画上映会

５月１２日（日）

１１：００～１２：００（幼児向け） そよかぜげんき広場
１４：００～１５：００（小学生向け） 「そよかぜおはなし会」

当館の講座卒業生の「プーさんのおはなし会」による子ども向けのおはなし会

中津市立小幡記念図書館

５月１３日（月）

１１：００～１１：４５

春のおたのしみおはなし会

手あそび・わらべうた・絵本の読み聞かせ・パネルシアター等

豊後高田市立図書館

３月９日（土）

①１１：００～
②１３：３０～

世界に広げよう
豊後高田の「民話」の輪

「e-kamishibai 」 ～iPadを使って、留学生と一緒に学習します

杵築市立図書館

４月２７日（土）

１０：３０～

としょかんであそぼう！

おはなし会と工作

４月２７日（土）～５月１２日（日）

終日

「めざせ！あこがれの
図書館マスター！！」

児童書の分類ごとの本を使ったクイズ（参加賞あり） 対象：小学生

５月４日（土）

１３：００～１４：３０

「ぼく、わたしにもできるもん！」

～スッキリ！親と子の片付け講座～
おはなしを少しと収納グッズ作り

３月３日（日）

１０：００～

絵本作家のぶみとあそぼう

ワークショップと読み聞かせ

５月６日（月）

１４：００～１６：００

楽しい読み聞かせ

ボランティアによるおはなし会

４月２８日（日）～５月６日（月）

９：００～２１：００

西日本読書感想画
コンクール優秀作品展

西日本読書感想画コンクールの県関係分を中心に展示

５月３日（金）

①１０：００～１１：００
②１３：００～１４：００

アニメ上映会
「おれたちともだち」

内田麟太郎原作
「ともだちや」 他３作品

臼杵市立臼杵図書館

４月２０日（土） ※予定

１４：００～１５：００

子ども読書の日読み聞かせ

エプロンシアター・パネルシアター・大型絵本読み聞かせ等

津久見市民図書館

４月２３日（火）

未定

おはなし会

絵本の読み聞かせ等

由布市立図書館

３月９日（土）

１３：００～１４：３０

第６回後藤楢根記念
ならねっこまつり「おはなしのへや」

由布市内の読み聞かせグループによるおはなし会
（おはなし、紙芝居、歌など）

開館時間中

読書週間図書館クイズ

図書館クイズ

５月１１日（土）

１３：３０～

「子ども上映会」

子ども向け映画の上映会

４月２３（火）～５月１２日（日）

終日

子どもの読書週間

４月２３日(火）～５月１２日(日)

１０：００～

マナーアップキャンペーン

汚破損本の掲示等を行い、子どもに対し、図書館でのマナー全般について啓発をする。

４月２３日(火）～５月１２日(日)

１０：００～

さわってみよう 大型絵本
見てみよう 人気絵本

普段目に触れない場所にある大型絵本や、読み継がれている絵本を展示し、自由に閲覧
してもらう。

４月２７日(土)

１３：００～１４：３０

一日図書館長

市内小学生２名に辞令交付を行い、実際の業務体験をしてもらう。

４月２７日(土)

１３：３０～

子ども司書講座（入校式）

市内小学校に参加者を募集し、１年をかけて、子どもに図書館のことや司書の仕事につ
いての体験をしてもらう（月１回）。その１回目として入校式を行う。

４月２７日(土)～５月１２日(日）

１０：００～ 閉館１時間前

図書リサイクル会

除籍図書のリサイクル

４月２８日(日）

１３：３０～１５：００

つくってみよう！自分だけの本

用紙に空白の吹き出しを書いておき、台詞をつけたり、テーマを与え、一つのおはなしを
創造してもらう。 また、準備したパーツを使ってブックカバーやしおりを制作してもらう。

５月４日（土）

未定(調整中）

お楽しみ会

ボランティアグループによるおはなし会

４月１３日（土）～５月１２日（日）

開館時間中

ぬり絵で図書館をかざろう！

九重町・図書館のオリジナルキャラクターのぬり絵を利用者にぬってもらい、図書館内に
掲示する。

別府市立図書館

国東市くにさき図書館

大分市民図書館

由布市立図書館湯布院分館 ４月２３日（火）～５月１２日（日）

対象：親子

場所：サザンクロス

佐伯市立図書館

日田市立淡窓図書館

九重町・図書館

■ 定例行事（おおむね２月に１度以上開催、休館日には行いません）
図書館名

期

日

時

行 事 名

間

内

容

毎月 第１・２・４・５土曜日

１１：００～１２：００

おはなし会

幼児から小学生向けの読み聞かせ等

毎月 第３土曜日

１４：００～１５：００

小学生のためのおはなし会

小学生向けのストーリーテリング（おはなし）の会

毎週 日曜日

１１：００～１２：００

読み聞かせひろば

子ども室マットコーナーで絵本の読み聞かせ

第５水曜日

１５：３０～１６：００

おはなし会

幼児から小学生向けの読み聞かせ等

毎月 第３水曜日

１１：００～１１：２０

おはなし会２・３・４

幼児（２～４歳）向けのわらべうたや読み聞かせ等

祝日

１４：００～

アニメ上映会

子ども向けアニメを大スクリーンで上映

毎週 月曜日
（祝日開館日を除く）

１１：００～１１：３０

おはなし会

就学前の子ども向けのおはなし会（親子で参加）

毎月 第１・３土曜日

１４：００～

上映会

子ども向けビデオ・ＤＶＤの上映

中津市立山国図書館

毎月 第３土曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館ボランティアによる（６才までの）幼児向けのおはなし会

中津市立耶馬溪図書館

毎月 第３土曜日

１０：３０～１１：００

おはなし会

図書館職員による幼児向けのおはなし会

豊後高田市立図書館

※２月１４日（木）に、新図書館が開館しました！（行事については未定）

大分県立図書館

中津市立小幡記念図書館

毎週 土曜日

１４：００～

上映会

子ども向けアニメ上映

毎月 第２土曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館職員による おはなし会

毎月 第２・３木曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館ボランティア「おはなしあのね」による おはなし会

偶数月（４月） 第４水曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館ボランティア「たまてばこ」による おはなし会

奇数月（３・５月） 第１木曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館ボランティア「むくむく」による おはなし会

奇数月（３・５月） 第４金曜日

１１：００～１１：３０

おはなし会

図書館ボランティア「もういいかい」による おはなし会

毎月 第１火曜日・第１土曜日

１０：３０～１１：００

おはなし会

図書館職員と読み聞かせボランティアによる、幼児から小学生を対象にした読み聞かせ

毎月 第３土曜日

１０：３０～１２：００

おはなしくらぶ

おはなしくらぶボランティアの会による、幼児から小学生を対象にした読み聞かせ

毎月 第４木曜日

１１：００～１１：２０

おはなしの会（ベビー）

乳幼児を対象とした、手遊びうた・絵本の読み聞かせ等

毎月 第２土曜日

１４：００～１４：４０

おはなしの会（キッズ）

小学校低学年を対象とした絵本、紙芝居の読み聞かせ等

宇佐市民図書館

杵築市立図書館

別府市立図書館

■ 定例行事（おおむね２月に１度以上開催、休館日には行いません）
図書館名

期

姫島村中央公民館図書室

毎月 １回

国東市国見図書館

毎月 第２土曜日

日

（日曜日）

時

行 事 名

間

１０：００～１２：００
９：３０～

内

容

おはなしの会

ボランティアグループによる小学生の子ども向けの読み聞かせ等

おはなしひろば

幼児から小学生向けのおはなし会

毎月 第２日曜日

１０：３０～１１：００

おはなし会

幼児から小学生向けのおはなしと工作

毎月 第４土曜日

１４：００～１４：３０

おはなし会

幼児から小学生向けのおはなしと工作

毎週 第１土曜日

１０：３０～

おはなしのへや

絵本の読み聞かせと工作
職員の読み聞かせ

毎週 第２水曜日

１５：３０～

おはなしのへや

絵本の読み聞かせ

毎週 第３土曜日

１５：００～

おはなしのへやパンプキン

毎週 第４水曜日

１５：３０～

おはなしのへや

国東市武蔵図書館

６月・１０月・１２月・２月

１５：３０～１７：００

すこやか館
出前おはなし会

すこやか館に出向き、お話しの読み聞かせ、簡単工作（小学生向け）

国東市安岐図書館

毎月 第２土曜日

１０：３０～

読み聞かせ会（ひまわりの部屋）

読み聞かせ、工作等

国東市くにさき図書館

国東市武蔵図書館

毎月 第２土曜日
（３月９日、４月１３日、５月１１日）

絵本の読み聞かせと工作
ボランティア
絵本の読み聞かせと工作
職員の読み聞かせ

赤ちゃんから幼児向けの読み聞かせなど
１０：３０～１１：３０

毎月 第４土曜日
（３月２３日、４月２７日、５月２５日）

「ブーフーウー」による
読み聞かせ
幼稚園から小学校低学年向けの読み聞かせなど

毎月 第２金曜日
（３月８日、４月１２日、５月１０日）

１０：００～１２：００

手作り絵本の会

オリジナルの布絵本づくり等

毎月 第４金曜日
（３月２２日、４月２６日、５月２４日）

１１:００～１１:３０

「FUMFUM（ふむふむ）による
読み聞かせ」

赤ちゃんのための読み聞かせなど

毎月 第３木曜日
（３月２１日、４月１８日、５月１６日）

１３：３０～１５：００

ブックスタート

４ヶ月健診の乳幼児とその保護者を対象に絵本の配布と図書館のPRなど

毎月 第１･３・５土曜日

１４：００～１４：３０

絵本のよみきかせ

幼児から小学生向け

毎月 第１･３土曜日

１５：１５～１５：４５

英語の読み聞かせ

幼児・小学生を対象にした英語を活用した手遊びや読み聞かせ等を行う。

毎月 第２･４土曜日
毎週 日曜日

１４：００～１５：００

紙芝居・絵本のよみきかせ

幼児から小学生向け

毎月 第２土曜日

１４：００～１５：００

読み聞かせ

読み聞かせ

毎月 第４火曜日

１３：３０～１５：００

あかちゃんのための絵本講座

絵本の選び方と読み聞かせ方

臼杵市臼杵図書館野津分館 毎月 第１水曜日

１０：００～１０：４５

おはなし会

幼児向け読み聞かせ

毎月 第１・３水曜日

１４：３０～１５：００

おはなしのへや

乳幼児向けの読み聞かせと工作

毎月 第２・４土曜日

１３：３０～

おとぎのひろば

幼児から小学生向けの読み聞かせ等

毎月 第１土曜日

１５：００～

アニメ上映会

子ども向けアニメ上映

由布市立図書館

毎月 第３水曜日
※３月は第２水曜日：１３日（水）

１５：００～１５：３０

おはなし会

絵本や紙芝居などの読み聞かせ

由布市立図書館庄内分館

毎月 第３日曜日

１０：００～１０：３０

おはなし会

子ども向けおはなし会

由布市立図書館湯布院分館 毎月 第３木曜日

１０：００～１１：００

よみかたり
このゆびとまれ

０歳から３歳児向けのおはなし会

毎週 土曜日

１０：００～

絵本・紙芝居の読み聞かせ

幼児から小学生向けの絵本・紙芝居の読み聞かせ

毎月 第２・４水曜日

１５：００～

こぐま紙芝居

市内児童クラブを巡回し、紙芝居やリズム遊び

毎週 火曜日

１０：３０～１１：３０

おはなしのへや

絵本や紙芝居の読み聞かせ

毎月 第３水曜日

１３：２０～１４：００

おはなしルーム

絵本や紙芝居の読み聞かせ

毎月 第２木曜日

１３：４５～１４：１５

おはなしルーム

絵本や紙芝居の読み聞かせ

毎月 １回

１４：００～１５：３０

ブックスタート

乳児検診時に３ヶ月児を対象とした読み聞かせ

第２・４水曜日

１０:１５～１０:４５

おはなしのへや
ちゅうりっぷ組

対象２歳児、読み聞かせ、手あそび、わらべ歌

第２・４水曜日

１１:００～１１:３０

おはなしのへや
ひまわり組

対象３・４歳児、読み聞かせ、手あそび、わらべ歌

第３土曜日

１０:３０～１１:３０

小学生のためのブッククラブ

対象：幼稚園年長～小学生
読み聞かせ と ストーリーテリング、ブックトーク、アニマシオン、科学あそび 等

第１・３土曜日

１０:００～１１:００

おはなしのへや

対象幼児～小学生
読み聞かせ、手あそび等

毎月 第２土曜日

１５：００～１６：００

おはなし会

幼児から小学生向け
ボランティアグループによる読み聞かせ

毎月 第４土曜日

１１：００～１２：００

おはなし会

幼児から小学生向け
図書館登録ボランティア・図書館職員による読み聞かせ

毎月 第２木曜日

１４：００～１６：００

ブックスタ－ト

ブックスタートの読み聞かせや交流等

毎月 第２土曜日

１０：３０～１１：００

おはなし会

ボランティアグループによる絵本、紙芝居の読み聞かせ

毎月 第１･３水曜日

１０：３０～１２：００

えほんの会

未就学児を対象とした読み聞かせと簡単な工作

毎月 第１･３日曜日

１４：００～１４：３０

おはなしの会

子ども向けの読み聞かせ

毎月 第２日曜日

１０：００～１２：００

俳句ING

小学生向けの俳句教室

毎月 １回

１９：３０～

星空観察会

ボランティアの方による小学生向けの星空観察体験等

毎月 第４土曜日

１０：００～１２：００

自然観察会

ボランティアの方による小学生向けの自然体験・バードウォッチング等

日出町立萬里図書館

大分市民図書館

臼杵市立臼杵図書館
(荘田平五郎記念こども図書
館)

津久見市民図書館

佐伯市立佐伯図書館

竹田市立図書館

豊後大野市中央図書館

豊後大野市緒方図書館

日田市立淡窓図書館

九重町・図書館

玖珠町わらべの館

編集・発行 大分県立図書館
県内図書館名称

電 話 番 号

県内図書館名称

電 話 番 号

大分県立図書館

０９７-５４６-９９７２

日出町立萬里図書館

０９７７-７２-２８５１

中津市立小幡記念図書館

０９７９-２２-０６７９

大分市民図書館

０９７-５３８-３５００

中津市立三光図書館

０９７９-４３-２０３２

臼杵市立臼杵図書館

０９７２-６２-３４０５

中津市立本耶馬渓図書館

０９７９-５２-３０３３

臼杵市立臼杵図書館野津分館

０９７４-３２-３３１７

中津市立耶馬溪図書館

０９７９-５４-３１１１

津久見市民図書館

０９７２-８５-００８０

中津市立山国図書館

０９７９-６２-２１４１

由布市立図書館

０９７-５８６-３１５０

豊後高田市立図書館

０９７８-２５-５１１５

由布市立図書館庄内分館

０９７-５８２-０２１４

宇佐市民図書館

０９７８-３３-４６００

由布市立図書館湯布院分館

０９７７-８４-２６０４

宇佐市民図書館安心院分館

０９７８-４４-１１１１

佐伯市立佐伯図書館

０９７２-２４-１０１０

宇佐市民図書館院内分館

０９７８-４２-５２３１

竹田市立図書館

０９７４-６３-１０４８

杵築市立図書館

０９７８-６２-４３６２

豊後大野市中央図書館

０９７４-２２-７７３３

別府市立図書館

０９７７-２３-２４５３

豊後大野市緒方図書館

０９７４-４２-４１４１

国東市国見図書館

０９７８-８２-１５８５

日田市立淡窓図書館

０９７３-２２-２４９７

国東市くにさき図書館

０９７８-７２-３５００

九重町・図書館

０９７３-７６-３８８８

国東市武蔵図書館

０９７８-６９-０９４６

玖珠町立わらべの館

０９７３-７２-６０１２

国東市安岐図書館

０９７８-６７-３５５１

