図書館子どもイベントだより

平成２３年３～５月号（通巻第２４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（３～５月分）
図書館名

期

日

時

行 事 名

間

容

１０：２０～１１：００（幼児）
１１：２０～１２：００（幼児・小学生）

ひなまつりおはなし会

当館の講座卒業生の「プーさんのおはなし会」が行う子ども向けのおはなし会

３月８日（火）

１０：００～１１：００

大人のためのおはなし会

松本記念図書館の方との共催によるストーリーテリング。
（お子さんの入場はお断りします）

３月１３日（日）

１３：００～１４：３０

アメリカンシェルフ
オープニング記念コンサート

福岡アメリカンセンターから寄贈されたアメリカに関する洋書の貸出開始を記念したコン
サート。新日本フィルのアーティストや高校生が出演。
（会場：２階 視聴覚ホール）※参加費無料

３月１３日（日）

１５：００～１５：３０

アメリカンシェルフ記念イベント
英語での絵本の読み聞かせ

福岡アメリカンセンター館長マイケル・チャドウィックさんによる英語での楽しい読み聞か
せ。
対象：親子 （会場：第２・３研修室）※申し込み不要、参加費無料

４月２３日（金）～５月１２日（木）

９：００～１７：００

そよかぜげんき広場

子どもの読書週間にあわせて子ども読書にちなんだ各行事を行う。（おはなし会等）

５月８日（日）

１１：００～１２：００（幼児）
１４：００～１５：００（幼児・小学生）

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」が行う子ども向けのおはなし会

５月９日（月）

１１：００～１１：４５

『おたのしみ おはなし会』

パネルシアターや紙芝居、エプロンシアターなど親子で楽しいひとときを

４月２９日(金)～５月８日（日）

１４：００～１４：３０

西日本読書感想画優秀作品展示

西日本読書感想画コンクールにおいて入賞した作品を図書館内に展示

１０：３０～１５００

市民図書館の
おはなし会

当館の読み聞かせボランティアグループによる絵本の読み聞かせ

ブラックシアター・紙芝居・ペープサート・手遊び・語り等

大分県立図書館

中津市立小幡記念図書館

内

３月６日（日）

大分市民図書館
５月７日（土）

由布市立図書館

３月１２日（土）

１３：００～１５：００

後藤楢根記念
第4回ならねっこまつり

日出町萬里図書館

４月２３日（土）～５月１２日（木）

９：３０～１７：３０

子ども読書の日「しおりづくり」

カラーパウチと色紙などを使い、自分だけのオリジナルしおりをつくってもらう。

佐伯市立佐伯図書館

５月５日（木）

終日

こどもの日 映画会

子ども向けの映画を上映。

４月２３日（土）

１０：３０～１２：００

としょかんであそぼう！！

本の読み聞かせ並びに簡単な工作。

５月１日（日）～５月３１日（火）

１０：３０～１２：００

子どもの本の特集

子ども達に読んで欲しい本やこんな本もあるので知って欲しい本の紹介。

２月２２日（火）～３月２２日（火）

１４：００～１６：００

マナーアップキャンペーン

除籍する資料・本をコメントをつけて展示

世界の絵本展

いろんな国の言葉で書かれた定番絵本の紹介

杵築市立図書館

九重町・図書館
５月上旬

豊後大野市中央図書館

３月上旬予定

１０：３０～（予定）

春のおはなし会

市内のボランティアによる読み聞かせ、パネルシアター 等

４～５月（予定）

１０：３０～（予定）

子ども読書の日おはなし会

幼児～小学生対象のおはなし会

５月（予定）

１０：３０～ (０歳)
１１：１０～ (１・２歳)

赤ちゃんのためのおはなし会

0･1･2歳の赤ちゃんと保護者を対象とした、わらべ歌・絵本を中心としたおはなし会

■ 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・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２水曜日

１０：３０～１０：５０（１，２才）
１１：００～１１：２０（０才）

あかちゃんのためのおはなし会

あかちゃん向けのわらべうたや読み聞かせ等

毎月 第３水曜日

１１：００～１１：２０

おはなし会２・３・４

幼児向けのわらべうたや読み聞かせ等

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

１４：３０～１５：３０

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

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。

随時

未定

科学あそびの会

小学生向けの科学に関する本の読み聞かせ及び実演等

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

毎月 第１土曜日

１３：３０～１４：１５

よみきかせ会

幼児から小学校低学年向けのよみきかせ会

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（１２・２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（１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（１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

１０：３０～１２：００

おはなし会

図書館職員による幼児から小学生を対象にした読み聞かせ等

毎月第３土曜日

１０：３０～１２：００

おはなしくらぶ

ボランティアによる幼児から小学生を対象に読み聞かせ等

年５回

１０：３０～１１：３０

あかちゃん広場

乳幼児とその保護者を対象に読み聞かせ

別府市立図書館

第２土曜日
４月９日・５月１４日
※３月はありません

１０：００～１０：２０

おはなしの会（ベビー）

乳幼児を対象とした、本・紙芝居の読み聞かせ等

別府市立図書館

第４水曜日
４月２７日・５月２５日
※３月はありません

１４：００～１４：３０

おはなしの会（キッズ）

小学校低学年を対象とした本、紙芝居の読み聞かせ等

姫島村中央公民館図書室

毎月 １回

１０：００～１２：００

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

大分県立図書館

中津市立小幡記念図書館

豊後高田市立図書館

宇佐市民図書館

杵築市立図書館

（日曜日）

■ 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
国東市国見図書館

期

日

毎月 第２・４土曜日

時

行 事 名

間

９：３０～

内

おはなしひろば

幼児から小学生向けのおはなし会

容

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

国東市武蔵図書館

毎週 水曜日

１５：３０～１６：００

おはなしのへや

幼児から小学生低学年向けの読み聞かせ等
（第１・第３）ボランティア（第２・４）職員の読み聞かせ

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

毎月 第２・４土曜日

１０：３０～１１：３０

よみきかせ：ブーフーウー

幼児から小学校低学年向けの読み聞かせ等

毎月 第２金曜日

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

１１：００～１１：３０

よみきかせ：ふむふむ

０歳から５歳児向けの読み聞かせ等

毎月 第３木曜日

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等

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

幼児から小学生向け読み聞かせ等

毎月 第２・３火曜日

１３：３０～１５：００

母と子の読み聞かせ

絵本の選び方と読み聞かせ方

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

毎月 第３水曜日

１５：００～

おはなし会

絵本や紙芝居などの読み聞かせ

毎月 第１土曜日

１１：００～

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～

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

１０：１５～１０：４５

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

１１：００～

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４土曜日

１０：００～ １３：３０～

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

おはなし会

絵本や紙芝居の読み聞かせ

毎月 第２・３水曜日

１４：００～１５：００

おはなしルーム

絵本や紙芝居の読み聞かせ

毎月 第２・３水曜日

１３：３０～１５：００

ブックスタ－ト

絵本の紹介と読み聞かせを行う

毎月 第２水曜日

１０：３０～１１：００

おはなし広場

幼児向けの読み聞かせ等

毎月 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３歳児．読み聞かせ、手遊び

毎月 第２・４水曜日

１１：１５～１１：４５

おはなしのへや
ひまわり組

対象４・５歳児．読み聞かせ、手遊び

毎月 第３土曜日

１０：３０～１１：３０

土曜おはなしクラブ

幼稚園～小学生向けの読み聞かせ、ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ、ﾌﾞｯｸﾄｰｸ
ｱﾆﾏｼｵﾝ､科学あそび

毎月 第１・３土曜日

１０：００～１１：００

おはなしのへや

幼稚園～小学生向けの読み聞かせ、手遊び

毎月 第２土曜日

１４：００～１５：００

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

１４：００～１５：００

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３土曜日

１０：３０～１１：００

読み聞かせ

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

国東市くにさき図書館

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

由布市立図書館

佐伯市立佐伯図書館

竹田市立図書館

荻みらい館

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

0974-32-2270

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

0978-24-2277

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

