
行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

招待おはなし会
４月２３日（月）～
５月２４日（木）

福岡県立図書館
近隣の小学校・幼稚園・保育園を招待し、おはなし会を
行う。

布の絵本展
５月３日（木）～
５月６日（日）

福岡県立図書館 布の絵本を展示する。

工作教室 ４月１４日（土） 福岡県立図書館 簡単な工作や折り紙などを行う。

１日子ども図書館員体験 ４月２８日（土） 福岡県立図書館
子ども図書館のカウンターで小学生が図書館の仕事を
体験する。

特別おはなし会 ５月５日（土） 福岡県立図書館 こどもの日にちなんだおはなし会を行う。

スタンプラリー
４月２４日（火）～
５月１２日（土）

福岡県立図書館
本とふれあい楽しむきっかけとして、自分のペースで参
加できるスタンプラリー形式で読書を行う。
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図書の展示
４月２４日（火）～
５月３０日（水）

福岡市総合図書館
（こどもとしょかん）

福岡市総合図書館で３月に改訂したモデル児童図書
目録（上級）やその他のモデル児童図書目録にて紹介
している本を展示する。

春のおはなし会スペシャル
４月２8日（土）

１１：００～
福岡市和白図書館
（おはなしの部屋）

紙芝居、スト－リ－テリング、パネルシアタ－など。

子ども読書の日
「どようおはなし会」

４月２１日（土）
福岡市博多南図書館

（さざんぴあ博多チャイルドルーム）
絵本や紙芝居の読み聞かせ、日本や外国の昔話、手
あそび等をする。

赤ちゃんおはなし会
はじまるよ！２０１２

４月２５日（水）
福岡市博多南図書館
（さざんぴあ博多和室）

絵本や紙芝居を読んだり、わらべ歌、親子のふれあい
遊び等をする。
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児童書特別展示会
４月４日（水）～
４月３０日（月）

 福岡市博多南図書館 「ともだち」をテーマに、絵本や児童書の展示をする。

はるのおはなし会 ４月２８日（土）
福岡市博多図書館

（福岡市博多市民センター音楽室）
読み聞かせ、お話、紙芝居等。

絵本等の読み聞かせ ４月１９日（木）
福岡市早良図書館

（福岡市博多市民センター音楽室）
絵本等の読み聞かせ。
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子どもの読書推進公演会
「はらぺこあおむし」ほか

４月２２日（日）
１０：３０～１１：３０

筑紫野市民図書館
劇団やじろべえによる人形劇・パネルシアター。
絵本を題材にした人形劇等を子どもたちに楽しんでも
らい、本の世界への興味につなげる。

こどもの読書週間特別展示
４月２３日（月）～
５月１２日（土）

春日市民図書館 春日市民図書館児童コーナーにて子どもの本の展示。

おはなし広場（春） ４月２８日（土） 春日市民図書館
０さいからのおはなし会（11：00～11：30）
３さいからのおはなし会（14：00～14：30）
小学生のおはなし会　 （15：00～15：30）

第６回図書館子どもまつり ４月２１日（土）

主催：大野城まどかぴあ図書館

協力：おはなしの会「わくわく」
　　 　図書館ボランティアおはなし

の会「おひざでだ こ」

・おはなし会
（あかちゃん向け・幼児向け・小学生向け）
・エプロンシアター実演
・布の絵本の展示
・おりがみ工作
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　 　の会「おひざでだっこ」
　　　 布の絵本製作の会「ちくちく」

・おりがみ工作
・手芸工作

おはなし会スペシャル
４月２４日（火）

１０：３０～１４：３０
（３０分間、４回）

宗像市民図書館
乳幼児を対象としたおはなし会を、メイトム宗像えほん
のへやで行う。

子どもの読書活動推進のための講演会
「こどもと絵本が出会ったら」

４月１７日（火） 太宰府市民図書館

絵本の著者であり保育園の理事長でもある徳永満理さ
んを講師に迎え、子どもと絵本の関わりの大切さを
語っていただく。子どもに関わる全ての人に向けての
講演会。
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春の赤ちゃんゆびのおはなし会 ４月２９日（日） 太宰府市民図書館
０歳から楽しめる絵本とわらべ歌のおはなし会を行う。
（特別開催分）

「はたらく車」集合と
おはなし会

５月１２日（土） 太宰府市民図書館
移動図書館車、消防車、救急車などの働く車が図書館
に集合。試乗などの体験と、働く車にちなむおはなし会
を開催する。

世界のおはなし会
４月２１日（土）

１０：００～１２：００
糸島市立図書館

（ぱぴるす館）

・オセアニアのおはなし
・中南米のおはなし
・民族楽器の演奏
・人形劇（「ブレーメンの音楽隊」）

特別おはなし会
４月２２日（日）

①１０：１５～１０：４５
②１１：００～１１：４０

糸島市立図書館
（二丈館）

①小さい子のおはなし会
②大きい子のおはなし会
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ＤＶＤ上映会
４月２２日（日）

１３：３０～１４：３０
糸島市立図書館

（志摩館）
ＤＶＤの上映『ぞくぞく村のオバケたち』

絵本の展示
４月１８日（水）
～５月６日（日）

糸島市立図書館
（ぱぴるす館）

オセアニア・中南米・アフリカ・アジアの絵本の展示。

読書講座
「子育て中のパパ・ママへ！

はじめよう、読み聞かせ」

４月２２日（日）
１４：００～１５：００

古賀市立図書館
ファザーリング・ジャパン九州代表理事の宮原礼智さん
によるおはなし会。
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「大人から子どもへ読んでほしい本」
４月２２日（日）～
５月２２日（火）

古賀市立図書館
読書の楽しさを伝えるため、ボランティアや利用者に読
んでほしい本の紹介をしてもらい、ロビーに掲示する

児童図書文学賞受賞作品展
４月２２日（日）～
５月２２日（火）

古賀市立図書館 国内児童文学賞の受賞作品を展示する。

絵本の展示
４月２４日（火）

～５月１３日（日）
福津市立図書館 おすすめ絵本の展示。

子ども映写会 ４月21日(土) 宇美町立図書館
絵本から映像化された作品を中心に、子ども向けの上
映会を行う。
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春のスペシャルおはなし会 ４月２２日(日) 宇美町立図書館 春にちなんだおはなし会を行う。

親子で作るMYしおり ４月２２日(日) 宇美町立図書館
親子で楽しみながら、世界でたったひとつのしおりを作
る。

しおりを手づくりしよう！ ４月２７日(金) 篠栗町立図書館 小学生がしおりを手づくりする。
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こどもとしょかんまつり ４月２９日（日） 志免町立図書館

親子遊び・囲碁教室・体験　図書館修理ボランテイア・
ブックリサイクル・親子折り紙教室・布の絵本展・おは
なし会・こども工作教室・クイズラリー・私の一冊・読書
感想画展・科学遊び・上映会。

おはなしリレー
４月21日（土）

１１：００～小さい子向け
１４：００～大きい子向け

須恵町立図書館主催
おひさまおはなし会・須恵おはなし
会・乙植木文庫・杉の子文庫・布絵

本の会すぎの子・ロバの耳協賛

町内ボランティアグループによるおはなし会。

工作教室「オリジナルブックカバー作り」
４月２８日（土）

１４：００～
須恵町立図書館 布描きクレヨンを使ってオリジナルブックカバー作り。

上映会「おむすびころりん・つきの輪
ぐま」

４月２９日（日）
１４：００～

須恵町立図書館 ＤＶＤ上映会。
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出張ブックトーク
４月１９日（木）
４月２４日（火）
４月２６日（木）

須恵町立図書館
町内小学校３年生を対象としたブックトーク。
テーマは「ともだち・いろいろ」

「よい絵本」の展示
４月１日（日）～
４月３０日（月）

須恵町立図書館 全国学校図書館協議会選定「よい絵本」の展示。

おたのしみ会 ４月２８日（土） 新宮町立図書館
おはなし会の拡大版。
パネルシアター・大型紙芝居・工作など読書ボランティ
アと職員で行う。
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おはなし会 ４月２８日（土） 久山町民図書館
ボランティアさんによる「おはなし会」。読み聞かせや手
遊び、人形劇などを行う。

おやこおはなし会 ５月８日(火） 久山町民図書館 幼児を対象にした読み聞かせ中心のおはなし会。

川端誠絵本ライブ
４月２２日（日）

１１：００～１２：００
粕屋町立図書館 絵本作家川端誠さんの絵本ライブ

川端誠講演会
４月２２日（日）

１４：００～１６：００
粕屋町立図書館 絵本作家川端誠さんの講演会「絵本とともに旅をして」
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春のこどもシネマ ４月２９日（日） 粕屋町立図書館
午前は、ちいさい子向け、午後は小学生向けの映画を
上映。

図書の展示
４月２２日（日）～

５月６日（日）

そねっと
（北九州市立中央図書館曽根分

館）

“私たちの大切なふるさと”をテーマに、北九州の自
然、歴史などについて書かれた絵本、児童書、民話な
どを展示。

としょかん広場
こどもの日をかざろう！！

４月２８日（土） 門司図書館

５月５日の「こどもの日」に向けての工作
頭にかぶる兜と家で飾れるサイズのこいのぼりを作
る。
対象：５歳以上の子ども
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“こどもの読書週間”企画展示
「ファンタジー特集」

４月１日（日）～
４月２０日（金）

大里こどもと母のとしょかん ポピュラーなものに限らず幅広く集めて展示する。

“こどもの読書週間”企画展示
「この本読んだ？」

４月２１日（土）～
５月６日（日）

大里こどもと母のとしょかん
小学生を中心に、一度は読んでおいてほしいおすすめ
の本を学年別に紹介する。

“こどもの読書週間”企画展示
「この本読んだ？」

４月２１日（土）～
５月６日（日）

大里こどもと母のとしょかん
幼児から小学校低学年を対象に季節の絵本やおすす
めの絵本をポップ付きで紹介する。

“こども読書の日記念”
こどものつどい

４月２２日（日） 大里こどもと母のとしょかん
読書ボランティアグループ“あすなろ子どもの本の集
い”とあすなろジュニアによる大型紙芝居や人形劇の
上演。
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“こども読書の日記念”
ブックリサイクル

４月２２日（日） 大里こどもと母のとしょかん
子ども向け読み物、雑誌、絵本などの除籍本、寄贈本
を提供する。

なかよしひろば ４月２２日（日） 門司図書館新門司分館 ホワイトシアターほか。

なかよしひろば ５月６日（日） 門司図書館新門司分館 大型絵本の読み聞かせ。
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図書の展示
４月１日（日）～
４月３０日（月）

八幡図書館
「春に出会う本」をテーマに、季節を感じる花や動物、
行事についての本などを展示する。

しおりプレゼント
４月２１日（土）～
４月３０日（月）

八幡図書館
本を貸出した子どもに図書館で作成したしおりをプレゼ
ントする。

春の小さなおはなし会 ５月５日（土） 八幡図書館
小学生が楽しめるようなおはなし会を行なう。折り紙工
作なども取り入れる。

「長く愛されている絵本」展示
４月１７日（火）～

５月６日（日）
八幡東こどもと母のとしょかん

２０年、３０年と読み継がれている人気絵本を紹介文と
ともに展示する。あわせてリストも配布する。
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コールデコット賞・ニューベリー賞
受賞絵本展

４月２１日（土）～
５月６日（日）

大池こどもと母のとしょかん コールデコット賞などの受賞作品の展示する。

ブックリサイクル
４月２８日（土）～
４月３０日（月）

大池こどもと母のとしょかん 児童書を中心としたブックリサイクル。

新しい児童書のシリーズ本の展示
４月２１日（土）～

５月６日（日）
折尾こどもと母のとしょかん

児童書及びヤングアダルトの本で、２０１０年以降のシ
リーズ化された本の紹介。
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図書の展示
４月１日（日）～
４月３０日（月）

八幡南こどもと母のとしょかん おすすめの絵本（テーマ：春）を中心に展示する。

読んでチャレンジ！
こども読書週間

スーパーよむ！よめ！ビンゴ！

４月１７日（火）～
７月２９日（日）

戸畑こどもと母のとしょかん 本を借りて、ビンゴカードを埋める。

児童書特設コーナー
「この本、読んだ？？」

５月１日（火）～
６月３０日（土）

戸畑こどもと母のとしょかん 小学生向けのおすすめの本を展示する。

児童展示「賞をとったこどもの本」
３月２９日（木）～
５月２９日（火）

直方市立図書館
児童コーナー特集展示。
児童文学の賞をとった作品を海外と日本にわけて紹
介。
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出張おはなし会 ５月初旬
直方市立図書館
小竹西小学校

こどもの読書週間にちなみ、小学校全学年におはなし
会を実施。

小中学校「おすすめの本」読書感想
文・画の展示

４月２１日（土）～
４月２９日（日）

芦屋町図書館
町内の小・中学生が、お気に入りの本をお友達に紹介
した読書感想文や画の展示。

「子ども読書の日」特別おはなし会
４月２２日（日）

１４：００～
芦屋町図書館

「子ども読書の日」にちなみ、図書館ボランティアや小
学生による読み聞かせ・影絵・パネルシアターなどの
特別おはなし会。
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雑誌・新聞リサイクル
４月２１日（土）～
４月２９日（日）

芦屋町図書館 除籍済雑誌・新聞のリサイクル。

小学生１日図書館員体験
４月２２日（日）

１０：００～１２：００
芦屋町図書館

小学生4名が１日図書館員となって図書館の仕事を体
験する。

上映会
４月２１日（土）

１４：００～１６：００
芦屋町図書館 世界名作童話集のＤＶＤを1本上映。

グリム童話初版200年記念
４月２４日（火）～
５月１３日（日）

水巻町図書館・歴史資料館
（町民ギャラリー）

グリム童話初版200年を記念して、グリム童話の歴史
についての掲示。
グリム童話人気投票コーナー、クイズコーナー、ぬり絵
コーナーを行う。

11

あつまれちびっこ探検隊
４月２８日（土）
４月２９日（日）
５月１２日（土）

水巻町図書館・歴史資料館
（図書館カウンター）

バックグランド見学＆カウンター業務体験を行う。

しらべ学習体験 ５月１３日（日）
水巻町図書館・歴史資料館

（視聴覚ホール）
レファレンス体験を行う。（指導者：スタッフ）

　かみしばいハウス（展示兼貸出OK）
お話会

４月２４日（火）～
５月１２日（土）

お話会：４月２９日（日）
         ５月６日（日）

水巻町図書館・歴史資料館
（視聴覚ホール）

閉庫の紙芝居の展示架を視聴覚ホールで行う。
展示架を行っている間の２日間は、スタッフとボランティ
アで紙芝居を使っておはなし会を行う。
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ボランティアおはなし会
折り紙教室

お話会：４月２８日（土）
　　　 　５月５日（土）

　　　　 　５月１２日（土）
 折り紙：４月２８日（土）

水巻町図書館・歴史資料館
（おはなしのうち）
（視聴覚ホール）

各ボランティアでグリムにちなんだお話会を行う予定。

「子ども読書の日」折り紙教室
　もこもこわんこをおろう！
　-おはなしできるかな？-

４月２２日（日）
１０：００～１１：３０

岡垣サンリーアイ図書館
簡単で楽しめる折り紙教室を行い、出来た作品を画用
紙に貼って、おはなしをつくってもらう。また、折り紙や
動物など関連する図書を紹介する。

「子ども読書の日」作品募集
３月２０日（火）～

４月８日（日）
遠賀町立図書館

「子ども読書の日」にちなんで「こころにのこる本」「みん
なによんでほしい本」の絵や紹介文を学校や幼稚園・
保育園一般図書館利用者（児童）に募集。

「子ども読書の日」作品展示
５月１２日（土）～
５月２７日（日）

遠賀町立図書館 募集作品と共に紹介された本を展示。
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おはなし会
３月２０日（火）～
５月１３日（日）

遠賀町立図書館
期間内土曜日のおはなし会参加者に、折り紙で作った
ものをプレゼント。
おはなし会1・1・2では、くじ引きで景品をプレゼント。

スタンプラリー
３月２０日（火）～
５月１３日（日）

遠賀町立図書館
貸出１日１回につき、スタンプを1つ押し、4つ集めるとプ
レゼントあり。

スタッフおすすめ本の紹介
５月１２日（土）～
５月２７日（日）

遠賀町立図書館

小さなカード（Ａ6）に子どもたちにすすめたい本の紹介
を書き、その本のある書架に掲示。通し番号をつけ、い
くつ本を探せるか本の宝さがしのように子どもたちに楽
しんでもらう。
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こども読書週間
４月２３日（月）～
５月１２日（土）

宮若市ハートフル図書室 子どもたちにおすすめの児童書や絵本の展示。

おすすめ絵本の展示会
４月２０日（金）～
５月１０日（木）

鞍手町中央公民館図書室
読み聞かせボランティア等が選んだおすすめの絵本を
展示。

子ども読書の日のつどい ４月２２日（日） 久留米市立中央図書館
子ども読書の日にちなんだおはなし会。
紙芝居、エプロンシアター、大型絵本の読み聞かせ、
大型紙芝居、パネルシアター、おはなし　など。

こどもの読書週間記念展示
４月２０日（金）～
５月１２日（土）

久留米市立中央図書館
全国学校図書館協議会主催の第25回よい絵本選定の
絵本約100冊の展示と貸出。

13

たのしいおはなし会 ５月６日（日） 六ツ門図書館 図書館職員による絵本の読み聞かせ会。

こどもの読書週間記念展示

４月１日（日）～
４月３０日（月）
５月１日（火）～
５月３１日（木）

六ツ門図書館
「君と未来をつなぐ本」をテーマに展示と貸出。
「みんなで読もう、おいしい絵本」をテーマに展示と貸
出。

こどもの読書週間そよ風おはなし会 ４月２９日（日） 田主丸図書館
こどもの読書週間にちなんだおはなし会。
手遊び、パネルシアター、絵本の読み聞かせ、紙芝
居、エプロンシアターなど。
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こどもの読書週間記念展示
４月１日（日）～
４月２９日（日）

田主丸図書館 こどもの読書週間に関する本の展示と貸出。

こどもの読書週間記念展示
４月１７日（火）～
５月１２日（土）

三潴図書館 読み継がれてきた絵本の展示と貸出。

図書室お仕事体験 ４月２９日（日） 耳納市民センター多目的棟図書室 小学生に図書室の仕事を体験してもらう。

春のおはなし会２０１２ ４月２２日（日） 朝倉市　中央図書館
エプロン・パネルシアター研究家の松井郁代さんを招
いて、わらべうたや小道具を使ったおはなし、仕掛け絵
本の製作等色々なおはなしを行う。

14

絵本の展示「アンデルセンのおはなし」
４月２３日（月）～
５月１２日（土）

朝倉市　中央図書館
館内の児童書架に、絵本の特別展示「アンデルセンの
おはなし」を行う。

春のおはなし会 ４月２１日（土） 朝倉市　あさくら図書館
パネルシアター・手遊び等。地元の読書ボランティア出
演あり。

青空おはなし会
４月２８日（土）
５月５日（土）

朝倉市　あさくら図書館
図書館中庭での野外おはなし会。自然の中で、大型絵
本の読み聞かせや紙芝居等行う。
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お花見おはなし会 ４月２７日（金） 朝倉市　はき図書館
図書館中庭で、紙芝居やうちわシアター、牛乳パックシ
アター等を行う。

平成２４年度小郡市「読書の街づくり」事
業

　「子ども読書の日」記念行事
“ものがたりレシピをいただきます！”

４月２３日（月） 小郡市教育委員会

①“ものがたりレシピ”給食(市内全小中学校対象)：絵
本に出てくるメニューを給食に１品取り入れる。
メニューはコロッケ。『１１ぴきのねことあほうどり』(馬場
のぼる/作、こぐま社)より
②子ども読書の日リーフレット「ものがたりレシピをいた
だきます！」の配布。(市内全小中学校対象)
③食べものをテーマにした絵本の読み聞かせ(協力校
のみ実施)

しおりプレゼント企画
４月２４日（火）～
５月１２日（土）

うきは市立図書館 期間中に本を借りた子どもに、しおりのプレゼント。

15

特設コーナーの設置
４月２４日（火）～
５月１２日（土）

うきは市立図書館 子どもを対象とした図書の特設コーナーの設置。

春のスペシャルおはなし会
４月２１日（土）

１１：００～１２：００
筑前町

めくばーる図書館
読書ボランティアグループ「サークルエルル」によるエ
プロンシアター、大型絵本など。

本のスタンプラリー
４月１日（日）～
５月１２日（土）

大刀洗町立図書館
指定の図書を借りてスタンプをためてもらい、プレゼン
トを渡す。
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『わらうだいじゃやま』原画展
３月３０日（金）～
４月２５日（水）

大牟田市立図書館
絵本　『わらうだいじゃやま』　（内田麟太郎・作　伊藤秀
男・絵）　の原画を展示する。

内田麟太郎さん講演会
「わたしと絵本」

４月２４日（火）
１４：００～

大牟田市立図書館
郷土絵本作家の内田麟太郎さんによる講演会を開催
する。

内田麟太郎さん・伊藤秀男さんへの
一言メッセージ

募集：３月３０日（金）～
　　　　４月２５日（水）
展示期間：５月３０日
（水）まで

大牟田市立図書館
原画展を見た感想や、作者への一言メッセージを募集
する。メッセージカードは館内に掲示する。

エコバックをつくろう
～わくわくをつめこんで～

４月２１日（土）
１０：００～１２：００

大牟田市立図書館
無地のバッグに好きな色や絵を描き、オリジナルの
バッグを作成する。
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特別おはなし会
４月２１日（土）

１４：３０～１５：３０
大牟田市立図書館 「子ども読書の日」おはなし会。

春のおはなし会
４月２１日（土）

１４：００～１５：００
柳川市立図書館

柳川おはなしネットワーク

0・１・２才のおはなし　　　 １４：００～
幼児・小学生のおはなし　１４：３０～

あかちゃんよみきかせ ４月２６日（木） 八女市立図書館
八女市立図書館で、乳幼児を対象に絵本の読み聞か
せを行う。
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だっこ大すきえほんよみきかせ
４月１７日（火）
４月１８日（水）

八女市立図書館
１０か月乳児検診の際に、市役所本庁及び黒木総合
支所で、絵本よみきかせや手遊びうた等を行う。

カウンター体験

４月２８日(土）～
５月１２日（土）
①１１：００～
②１４：００～
③１５：００～

筑後市立図書館
カウンターでの貸出・返却・配架作業をとおして図書館
での本の流れを知る。図書館の地域での位置づけを
理解する。

おはなし会
５月１２日(土）

１１：００～
筑後市立図書館

読書ボランティアと司書によるワークショップ型おはな
し会。絵本、パネルシアターなどの読み聞かせを行う。

テーマ展示
「おはなし会で読まれている本」

４月２４日(火）～
５月２４日（木）

筑後市立図書館

筑後市内の小学校で活動されている読書会のみなさ
んが読み聞かせをした絵本（２３年度調査分）の大集
合。
リスト展示も行う。

17

はばたけ！はね丸！
「どくしょのはね」

４月２４日(火）～
５月２４日（木）

筑後市立図書館

はねの形の用紙におすすめの本をかいて、はね丸（ゆ
るキャラ）の羽根を完成させる。読書マラソン形式で一
枚書くごとにスタンプを押し、ゴールしたらプレゼントを
贈る。

市立図書館1日司書体験!

４月２８日（土）
４月２９日（日）
４月３０日（月）
５月１２日（土）

大川市立図書館

小学4～6年生の児童を対象に、本の貸出返却、本の
整理や開館準備などのカウンター業務を体験すること
で、本にたくさんふれ、本の楽しさを体験してもらう。(各
日2人 ９時30分～１２時)

絵本の特設コーナー設置
４月２０日(金）頃～
５月２０日（日）頃

みやま市立図書館
「パパ・ママもよんでいた　むかしから人気のほん
いま、みんながだいすき　さいきん人気のほん」
というタイトルで特設を設ける。
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絵本の特設コーナー設置
４月２２日(日）～
５月２３日（水）

山川市民センター図書館 絵本の展示(詳細未定)

スペシャルおはなし会＆工作教室 ４月２９日（日） 大木町図書・情報センター
おはなし会の開催と、通称プチプチと呼ばれる梱包材
を使用した、こいのぼり作りの工作教室を開催する。

絵本作家　長野ヒデ子氏講演会 ５月６日（日）
主催：絵本作家長野ヒデ子氏講演

会実行委員会
共催：大木町、大木町教育委員会

絵本作家　長野ヒデ子氏による講演会。

おおきまちあそびの日
ゲームであそぼう！

５月６日（日）
主催：絵本作家長野ヒデ子氏講演

会実行委員会
共催：大木町、大木町教育委員会

講演会の同時間帯に、子ども向け行事として、幼児か
ら参加できるあそび場を提供する。
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子ども読書クイズ大会
４月２１日（土）～

５月６日（日）

　　飯塚図書館・ちくほ図書館
　　庄内図書館・穂波図書館
　　頴田図書館

「子ども読書の日」に関連し小学生及び中学生が
読書・図書館に関するクイズに回答する。

子ども読書の日イベント ４月２８日（土） 田川市立図書館
ボランティア団体等による絵本等の読み聞かせ。
ＢＭ展示及び運転席での記念撮影会。

絵本展『絵本だいすき！』
「日本の昔話」

３月２３日（金）～
５月２３日（水）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立山田図書館）

絵本の特設コーナーを設置し、貸出・閲覧を行う。
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子どもの本スタンプラリー
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立山田図書館）

スタンプラリー用紙に借りた本の数をスタンプし、記念
品をプレゼントする。

司書おすすめの本のリスト配布
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立山田図書館）

図書館司書おすすめの本をリスト配布し、展示貸出し
をする。

世界にひとつだけの
「びっくり紙ひこうき」づくり

５月１２日（土）
１３：００～１４：００

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立山田図書館）

大人気の折り紙名人から、様々な紙ひこうきの作り方
を指導していただく。図書館の折り紙関連図書を展示
し、本への関心を促す。

移動図書館車特別運行
『「てんとう虫号」がやってくる！』

５月12日（土）
１４：００～１４：４０

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立山田図書館）

移動図書館車の貸出・閲覧を行う。

19

絵本展『絵本だいすき！』
「はじめまして科学えほん

～子どもはフシギの天才～」

３月２３日（金）～
５月２３日（水）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）

絵本の特設コーナーを設置し、貸出・閲覧を行う。

子どもの本スタンプラリー
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）

スタンプラリー用紙に借りた本の数をスタンプし、記念
品をプレゼントする。

司書おすすめの本のリスト配布
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）

図書館司書おすすめの本をリスト配布し、展示貸出し
をする。

19



５月９日（水）
１０：４０～１１：１０

・ボランティアサークル「嘉穂布の絵本の会」と協同で
布絵本の読み聞かせやわらべうたなどを行う。

５月１９日（土）
１３：００～１４：１５

・ボランティアサークル「にゃーご」と協同でパネルシア
ターや紙芝居などを行う。

移動図書館車特別運行
『「てんとう虫号」がやってくる！』

５月１９日（土）
１４：１５～１４：４０

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）

移動図書館車の貸出・閲覧を行う。

絵本ですくすく講座
～タッチでぎゅっと わらべうた～

５月１３日（日）
１１：００～１２：００

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）

講師に廣渡しずの さんを迎え、親子で一緒にわらべう
たを楽しむ。

おはなし会スペシャル
～おはなし大好き！子どもも大人も～

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立稲築図書館）
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絵本展『絵本だいすき！』
「よんで、読んで絵本」

３月２３日（金）～
５月２３日（水）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

絵本の特設コーナーを設置し、貸出・閲覧を行う。

子どもの本スタンプラリー
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

スタンプラリー用紙に借りた本の数をスタンプし、記念
品をプレゼントする。

司書おすすめの本のリスト配布
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

図書館司書おすすめの本をリスト配布し、展示貸出し
をする。
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春の映画会『劇場版ガンバ　冒険者
たち～ガンバと７匹のなかま～』

４月７日（土）
１４：００～１６：００

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

子ども向けの映画会を実施する。

おはなし会スペシャル
～おはなし大好き！子どもも大人も～

５月１２日（土）
１１：００～１１：３０

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

絵本の読み聞かせや紙芝居などを行う。

移動図書館車特別運行
『「てんとう虫号」がやってくる！』

５月１２日（土）
１１：３０～１２：００

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立碓井図書館）

移動図書館車の貸出・閲覧を行う。

絵本展『絵本だいすき！』
「おいしいえほん」

３月２３日（金）～
５月２３日（水）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立嘉穂図書館）

絵本の特設コーナーを設置し、貸出・閲覧を行う。
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子どもの本スタンプラリー
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立嘉穂図書館）

スタンプラリー用紙に借りた本の数をスタンプし、記念
品をプレゼントする。

司書おすすめの本のリスト配布
４月１日（日）～
５月３１日（木）

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立嘉穂図書館）

図書館司書おすすめの本をリスト配布し、展示貸出し
をする。

世界にひとつだけの
「びっくり紙ひこうき」づくり

４月２８日（土）
14：00～15：00

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立嘉穂図書館）

大人気の折り紙名人から、様々な紙ひこうきの作り方
を指導していただく。図書館の折り紙関連図書を展示
し、本への関心を促す。
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移動図書館車特別運行
『「てんとう虫号」がやってくる！』

４月２８日（土）
15：00～15：30

主催：嘉麻市教育委員会
（嘉麻市立嘉穂図書館）

移動図書館車の貸出・閲覧を行う。

春のおはなし会 ４月２８日（土） 桂川町立図書館 幼児から児童までを対象としたおはなし会を行う。

子ども読書の日おはなし会
４月１４日（土）

１４：００～
添田町立図書館
添田町虹の会

エプロンシアター、よみきかせ、パネルシアターなどの
おはなし会。

布のえほん、布おもちゃ、
エプロンシアターの展示

４月２３日（月）～
５月１３日（日）

添田町立図書館
添田町虹の会

読書ボランティア虹の会が制作した布のえほん、布お
もちゃ、かみしばい、ペープサート、エプロンシアターの
展示。
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子どもの読書週間
絵本、児童書展示

４月２３日（月）～
５月１３日（日）

添田町立図書館
添田町虹の会

読書ボランティア虹の会がおはなし会や学校でのブッ
クトークなどで使用した本をテーマごとに展示。

子どもの読書週間
おはなし会

５月１２日（土）
１４：００～

添田町立図書館
添田町虹の会

エプロンシアター、よみきかせ、パネルシアターなどの
おはなし会。

子ども読書の日フェスティバル
４月２８日（土）

１４：００～１５：００
糸田町図書館

おはなしの泌泉

大型絵本「そらまめくんのベッド」読み聞かせ
大型紙芝居「にじいろのはな」
うた「こいのぼり」
パネルシアター「へっぷり嫁さま」
「図書館クイズ」正解発表・プレゼント贈呈
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子ども向けの児童書の展示
４月２３日（月）～
５月１２日（土）

川崎町立図書館 児童書を中心とした本の紹介。

あそびにおいでよおはなしひろば
６月２３日（土）

もしくは
６月２４日（日）

香春町教育委員会
就学前を対象に読書ボランティアによる読み聞かせ会
の実施。

布の絵本展示会
５月５日（土）～
５月６日（日）

OTOレインボーホール図書室 布の絵本を展示する。

読み語り会
４月２３日（月）～
４月２７日（金）

赤村読み語りボランティア
「赤とんぼ」

小学校の昼休み時間を利用して、図書室で読み語りを
行う。
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愛され続ける絵本たち
４月１日（日）～
４月３０日（月）

行橋市図書館
長い年月の間読み続けられた「絵本」の展示と貸出し
120冊用意。

読書感想画展示
５月１２日（土）～
５月２７日（日）

豊前市立図書館 市内の園児・児童の読書感想画の展示。

おはなし会 ４月２８日（土） 豊前市立図書館
館員と折り紙を折って遊んだあと読み聞かせをする。
（折り紙は持って帰ってもらう）
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ミニこいのぼりのしおりプレゼント ５月５日（土） 豊前市立図書館
館員が作った小さなこいのぼりのしおりをプレゼントす
る。

子ども読書の日おはなしタイム
スペシャル

４月２２日（日）
１４：００～１５：００

苅田町立図書館
子どもたちが本の世界に親しんでくれるよう、手作りパ
ペットなどを使ったおはなし会を行う。

おはなしかいスタンプラリー
４月２１日（土）～
５月２６日（土）

みやこ町教育委員会
期間中に６回のおはなし会を開催し、３回参加するごと
にプレゼントを渡す。

こどものほん　リサイクル ５月６日（日） みやこ町教育委員会
各家庭から不要になった子どもの本を集め、リサイク
ルを行う。
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被災地とともに～東日本大震災報道
写真展

４月２７日（金）～
５月６日（日）

みやこ町教育委員会
朝日新聞社記者が現地で撮影した約５０点の写真を展
示。

移動図書館車「にこにこ号」大公開
４月２１日（土）

１０：００～１２：００
みやこ町教育委員会

この春から活動を始める移動図書館車「にこにこ号」を
中央図書館で紹介し、製作過程の写真を展示する。

児童図書・絵本の企画展示
４月１日(日）～
４月３０日（月）

築上町図書館 「親子で楽しむ野菜作り」をテーマに図書の展示。
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春のおはなし会
５月１２日（土）

１１：００～１１：３０
上毛町立図書館

近隣の小学校・幼稚園・保育園を招待し、お話し会を行
う。

おはなし会 ５月１２日（土） 吉富町とんからりん文庫 こどもの日にちなんだおはなし会を行う。
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