令和3年 ひろしま図書館まつり 行事一覧

2021.11. 11

現在

/

事業数計

96

※ 要事前申込

行

施設名
1

中央図書館
℡222-5542

５-Days
こども図書館
℡221-6755

事

企画展「新しき演劇を拓く－小山内薫展」

対

象

どなたでも

日

時

場

10月9日(土)～12月26日（日）

所

中央図書館2階 展示ホール

概

要

広島市で生まれ、小説家、劇作家、演出家として幅広く活動した小山内薫。自
由劇場や築地小劇場を創立するなど、日本近代演劇の基礎を築きました。

募集期間：10月1日（金）～11月
21日（日）
「平和を実感したり平和の大切さを感じたりした本」を募集し、おすすめ本として
中央図書館2階 通路(展示ホール前）
掲示期間：10月16日（土）～11
掲示します。
月28日（日）
保存年限切れ雑誌を無償譲渡（１人５冊まで）します。
11月7日(日) 9：05～10：20
中央図書館3階セミナー室
先着75名 9：00から2階通路南側で整理券配布

2 平和を感じられるおすすめ本を教えてください

どなたでも

3 【終了】 雑誌リサイクル

広島市立図書館の貸出利用登録者

4 【終了】 本のリサイクルフェア※

広島市立図書館の貸出利用登録者

11月3日(水・祝) 9:30～16:30

中央図書館１階自習室

5 【申込受付終了】 本の交換市＆ブックカフェ※

どなたでも

11月14日(日) 9:30～15:30

中央図書館１階自習室・北側広場 ご家庭で不要になった本を無料でお譲りします。（往復はがきで申込。10月29日必着 ※先着300名）

1 おはなし会

幼児・小学生とその保護
者

10月17日（日）、10月24日（日）、
10月31日（日）、11月7日（日）、
11月14日（日）
絵本の読み聞かせなどを行います。
こども図書館１階 展示コーナー
14：00～14：20
（当日先着4組・開始15分前から１階かりるへやにて整理券を配布。）
11月3日（水・祝） 11：00～11：
20

2 窓を飾ろう「窓にこんちゅうをはろう！」

幼児・小学生

10月16日（土）～11月14日（日） こども図書館１階 かりるへや

本を借りた幼児・小学生に、1日につき１人１回、昆虫のかたちをした飾りを窓に
貼ってもらいます。

3 しおり配付

どなたでも

10月16日（土）～11月14日（日） こども図書館１階 かりるへや

本を借りた利用者にブックルのイラストが印刷されたしおりを配付します。

4 令和3年度児童文化講演会「子どもの眼差し」※ おおむね18歳以上

11月14日（日）13:30～15:00

5-Daysこども文化科学館1階ア
ポロホール

図書館で利用しなくなった本を無償でお譲りします。

児童文学作家岩瀬成子さんを招いての講演会です。
定員100名 要申込、先着順 10月15日（金）午前9時から受付開始。

5 【終了】 展示「科学のふしぎ」

どなたでも

10月1日（金）～10月31日（日）

こども図書館１階 展示コーナー 科学絵本や自然科学をテーマにした図書を展示します。

6 展示「どんなお仕事しようかな」

どなたでも

11月2日（火）～11月28日（日）

こども図書館１階 展示コーナー 11/23「勤労感謝の日」にちなみ、仕事に関する図書を展示します。
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行

施設名

事

日

時

場

所

概

要

10月16日（土）14：00～14：30

ＪＭＳアステールプラザ 5階 中音楽室

絵本の読み聞かせなどを行います。（当日先着６組）

一般

10月30日（土）14：00～16：00

ＪＭＳアステールプラザ 4階 大会議室

参加者の生まれた年にちなんだ作品を紹介し、作家や参加者が生きてきた時
代を振り返りながら、同時代の美術の魅力を紹介します。（定員は30人、要申
込、先着順）

幼児・児童とその保護者

11月3日（水・祝）11：00～12：00 ＪＭＳアステールプラザ ４階 大広間 子ども向け映画を上映します。（定員10組または30人、要申込、先着順）

一般・児童

10月1日（金）～11月28日（日）

中区図書館 閲覧室

広島市立図書館所蔵の手芸本で作った作品を展示します。

5 展示「図書館で発見！～本との出会い演出します～」 一般・児童

10月1日（金）～11月28日（日）

中区図書館 閲覧室

図書館や本に関する本、文学賞受賞作品などを展示します。

ＪＭＳアステールプラザ 2階 多目的スタジオ

保存年限切れ雑誌を無償譲渡（１人５冊まで）します。
会場内入場の上限20名。当日、会場で入場券を配付

2

【終了】 芸術関連講座「ゲンビのアート講座～
美術が映す、私たちの時代と社会」※

3 【終了】 こども映画会※
4

東区図書館
℡262-5522

象

幼児・児童とその保護者

1 【終了】 おはなしワールド

中区図書館
℡248-9300

対

展示「ひろしま図書館まつりとコラボ!!『 図書館
の本の中に発見!!! 』 」

6 雑誌リサイクル

広島市立図書館の利用登録者 11月14日（日）14:00～15：30

1 【終了】 おはなし会

幼児・小学生

10月16日（土）、10月24日（日）
11：00～11：30

東区図書館 おはなしのへや

絵本の読み聞かせ、手あそびなどを行います。

2 【終了】 おひざにだっこのおはなし会

乳幼児とその保護者

10月27日（水）、11月10日（水）
11：00～11：20

東区図書館 おはなしのへや

絵本の読み聞かせ、手あそび、わらべうたなどを行います。

3 展示「図書館員のおすすめ本」

一般・児童

10月16日（土）～11月16日（火） 東区図書館 閲覧室

図書館員が選書した本をおすすめ本として展示します。

10月16日（土）～11月13日（土）
東区図書館で保存年限の切れた雑誌を、火曜日から土曜日まで日替わりで無
東区図書館 閲覧室
（※日曜日を除く）
料でお譲りします。
10月19日（火）①10：30～10：55
②11：05～11：30
南区民文化センター３階 大広間 絵本の読み聞かせ、わらべうたなどを行います。 当日先着9組
11月9日（火）①10：30～10：55
②11：05～11：30
10月16日（土）11：00～11：30
南区民文化センター３階 大広間 絵本の読み聞かせなどを行います。 当日先着9組
11月6日（土）11：00～11：30

4 ミニ雑誌リサイクル

どなたでも

1 【終了】 こぐまちゃんクラブ

乳幼児とその保護者

2 【終了】 おはなし会

幼児から

3 ストーリーテリングのおはなし会

幼児から

11月13日（土）11：00～11：30

南区民文化センター３階 大広間 ストーリーテリングやわらべうたなどを行います。 当日先着9組

4 【終了】 雑誌リサイクル

広島市立図書館の貸出利用登録者

10月23日（土）10：00～12：00

南区民文化センター３階 大会議室Ａ

【申込受付終了】 南区図書館・県立広島大学連
高校生相当年齢以上
携公開講座 「読み切り文学講座」※

第1回 10月27日（水）10：00～
11：30
第2回 11月12日（金）10：00～
11：30

南区民文化センター３階 大会議室Ａ 第1回テーマ「曹植の悲願 ーその晩年の作品を読み解くー」

【終了】 薩摩琵琶で楽しむ古典文学の世界
パート5※

どなたでも

10月30日（土）13：00～15：00
（開場12：30）

南区民文化センター２階 スタジオ

薩摩琵琶の響きと臨場感あふれる語りで古典文学の世界をお楽しみください。
定員７０名、要申込、先着順。

7 【終了】 鉄道大好き

どなたでも

10月1日（金）～10月31日（日）

南区図書館閲覧室

鉄道に関する本の展示を行います。

8 図書館で発見！

どなたでも

10月16日（土）～11月14日（日） 南区図書館閲覧室

図書館や本に関する本の展示を行います。

9 和の文化を知る

どなたでも

11月2日（火）～11月23日（火・祝） 南区図書館閲覧室

日本文化についての本の展示を行います。

南区図書館
℡251-1080
5

6

保存年限切れ雑誌の無償譲渡を行います。
午前10時～11時（１人５冊まで）当日午前9時から南区図書館で整理券を配付
午前11時～12時（１人20冊まで）整理券不要、先着順。会場内入場の上限20
名。
定員2０名、要申込、先着順。
第2回テーマ「カズオ・イシグロの『忘れられた巨人』を読む」
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※ 要事前申込

行

施設名

ｺｼﾞﾏ
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
西区図書館
℡234-1970

ﾏｴﾀﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
安佐南区
図書館
℡879-5060

事

対

象

日

時

場

所

概

要

1

【終了】 ストーリーテリング講座※
（講演）

ストーリーテリングや読み
10月28日（木）14：00～16：00
聞かせに興味のある方

西区民文化センター３階 大会議室

講演「お話の力を信じて語り続けた日々・・・」ー私の中のお話たちー
定員先着40名、要申込

2

【終了】 ストーリーテリング講座※
（大人のためのストーリーテリング）

ストーリーテリングや読み
10月29日（金）10：30～12：00
聞かせに興味のある方

西区民文化センター３階 大会議室 大人のためのストーリーテリング 定員先着40名、要申込

3 【終了】 おはなし会

幼児・小学生

10月23日（土）11：00～11：30

西区図書館 おはなしの森

絵本の読み聞かせなどを行います。

4 えほんくらぶ

乳幼児とその保護者

11月12日（金）11：00～11：30

西区図書館 おはなしの森

絵本の読み聞かせなどを行います。

5 おはなしキャンドル

幼児・小学生

11月13日（土）11：00～11：30

西区図書館 おはなしの森

ストーリーテリングなどを行います。

6 【終了】 展示「図書館ってどんなとこ？」

児童

10月1日（金）～10月31日（日）

西区図書館 閲覧室

図書館に関する本の展示を行います。

7 展示「むかし、こんなことがあったの？」

児童

11月2日（火）～11月28日（日）

西区図書館 閲覧室

歴史上の出来事に関するノンフィクションの展示を行います。

8 【終了】 展示「知っていますか？図書館サービス」 一般

10月1日（金）～10月31日（日）

西区図書館 閲覧室

図書館に関する本の展示を行います。

9 展示「ノンフィクションを読んでみよう」

一般

11月2日（火）～11月28日（日）

西区図書館 閲覧室

話題になったノンフィクションなどを紹介する展示を行います。

1 平和を感じられるおすすめ本を教えてください

どなたでも

募集期間：10月7日（木）～11月
21日（日）
安佐南区図書館 閲覧室
掲示期間：10月16日（土）～11
月28日（日）

「平和を実感したり平和の大切さを感じたりした本」を募集し、おすすめ本として
掲示します。

2 012才のおはなし会

乳幼児とその保護者

10月28日（木）11:00～11:30
11月14日（日）11:00～11:30

安佐南区民文化センター２階 大広間

絵本の読み聞かせとわらべうたあそびを行います。
10：30から整理券配布・先着10名（保護者含む）

3 【終了】 おはなし会

幼児・小学生

10月16日（土）11:00～11:30

安佐南区民文化センター２階 大広間

絵本の読み聞かせなどを行います。
10：30から整理券配布・先着10名（保護者含む）

4 【終了】 読み聞かせボランティア講座※

安佐南区内の図書館・学
校・公民館などで読み聞
かせをされている方や、こ 10月26日（火）10:00～12:00
れからされる予定のある
方

安佐南区民文化センター3階 大会議室

乳幼児対象の読み聞かせの基本や、読み聞かせに向く絵本の紹介を行いま
す。
※要申込み 先着20名(10/7 午前9:00より電話かFAX、または来館で受付)

5 【終了】 展示「秋の夜長に…」

どなたでも（一般・児童・ＹA） 10月7日(木）～10月31日（日）

安佐南区図書館 閲覧室

シリーズや長編の小説の展示を行います。

6 展示「大河ドラマの時代」

どなたでも（一般・児童・ＹA） 11月2日(火）～11月28日（日）

安佐南区図書館 閲覧室

これまでの大河ドラマに描かれた時代の本を展示します。

7 オープンギャラリー「エコライフのすすめ」

どなたでも

安佐南区図書館 オープンギャラリー

ボランティアグループ「エコライフフレンズ布ぞうりを作ろう会」の活動写真と成
果品を展示します。

11月2日（火）～11月27日（土）
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※ 要事前申込

行

施設名

安佐北区
図書館
℡814-0340

事

対

象

日

時

場

所

概

要

1 【終了】 おはなし会

１０月１６日（土）、１０月２４日(日)
絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
幼児・小学生とその保護者
安佐北区図書館 おはなしのへや
１４：００～１４：３０
各回、先着４組まで（当日１３：３０から整理券を配布します）

2 【終了】 乳幼児のおはなし会

乳幼児とその保護者

１０月２１日（木）
①１０：３０～ ②１１：００～

3 平和を感じられるおすすめ本を教えてください

どなたでも

募集期間：１０月１日（金）～１１
月２１日（日）
安佐北区図書館 閲覧室
掲示期間：１０月１６日（土）～１
１月２８日（日）

「平和を実感したり平和の大切さを感じたりした本」を募集し、おすすめ本として
掲示します。

4 【終了】 ハロウィンカボチャの無料配布

どなたでも

１０月１６日（土）１１：００～

まつり開催と「農業・園芸コーナー」のPRを兼ね、ハロウィンカボチャを先着３０
名に無料で配布します。

5 ジャンボかぼちゃの重さ当て

どなたでも

１０月１６日（土）～１１月１４日(日） 安佐北区図書館 閲覧室

ジャンボかぼちゃの重さを予想して投票し、最もかぼちゃの重さに近い値の方３
名に景品をプレゼントします。計量は１１月１６日（火）予定。

6 【終了】 ハロウィンかぼちゃの顔をかこう！

どなたでも

１０月１６日（土）～１０月３１日（日） 安佐北区図書館 閲覧室

かぼちゃ型の台紙にハロウィンかぼちゃの顔をかきます。（1人1枚）
作品は１１月１４日（日）まで館内で掲示します。

7 【終了】 雑誌リサイクルフェア※

広島市立図書館の利用登録者

１０月３１日（日）
保存年限の切れた雑誌を無償譲渡します。Ａコースは１人１０冊まで、Ｂコース
Ａコース：１３：３０～１４：４０の間 安佐北区民文化センター２階 大会議室 は冊数無制限。
で指定された１０分間
※要申込（申込は１０月１日（金）～１０月１０日（日））、抽選でＡコース６０名、Ｂ
Ｂコース：１４：５０～１５：００
コース１５名。

8 おもしろその年マンガ大賞 受賞作品の展示

どなたでも

１１月２日（火）～１１月１４日(日） 安佐北区図書館 おはなしのへや おもしろその年マンガ大賞の受賞作品を展示します。

9 【終了】 展示「ずっと暮らしたいから」

どなたでも

１０月１日（金）～１０月３１日(日） 安佐北区図書館 閲覧室

環境問題に関する本を展示します。

10 展示「広島本大賞＆本屋大賞」

どなたでも

１１月２日（火）～１１月２８日(日） 安佐北区図書館 閲覧室

広島本大賞と本屋大賞に関する本を展示します。

1 おはなし会

幼児・小学生とその保護者

１０月１６日（土）、１１月１３日(土)
安芸区図書館 おはなしのくに
１０：３０～１１：００

絵本の読み聞かせなどを行います。

2 【終了】 かんたん工作 くるくる！※

小学1～3年生とその保護者 １０月１７日（日）１０：００～１２：００ 安芸区図書館 おはなしのくに

3 【終了】 乳幼児のおはなし会

乳幼児とその保護者、妊婦さん・パートナー

１０月２８日（木）
①１０：３０～②１１：０５～

4 【終了】 座ったままストレッチ！ ※

どなたでも

１０月２９日（金）１０：００～１２：００ 安芸区民文化センター３階 大広間

コロナ禍のなかステイホームで体が固まっていませんか？いすに座ったままで
きるストレッチを学んで、カチコチになった体をほぐしましょう！（動きやすい服装
でご参加ください）
※要申込 先着１０名 持参物：タオル、水分補給用の飲み物。

5 【終了】 本の交換市

どなたでも

１１月７日（日）９：００～１４：００ 安芸区図書館 おはなしのくに

持ち込み・持ち帰り自由の不要本の交換市 ※９：００～安芸区民文化センター
１階で整理券を配布します。９：３０～１１:４５は整理券をお持ちの方のみ入場可
能。(１５分ごとの入れ替え制・各回１０人ずつ入場）１２：００～１４：００はフリータ
イム（入場制限あり≪１０人≫・どなたでも参加可能）

6 展示「いろんな文学賞を読んでみよう」

どなたでも

１０月１日（金）～１１月１４日（日） 安芸区図書館 閲覧室

様々な文学賞受賞作の展示を行います。

【終了】 展示「生活習慣、見直してみません
～１０月は元気じゃけんひろし どなたでも
ま２１推進月間です～」

１０月１９日（火）～１０月３１日（日） 安芸区図書館 閲覧室

健康に関連する本の展示を行います。

安佐北区図書館 おはなしのへや

安佐北区図書館 車庫

安芸区民文化センター３階 大広間

安芸区図書館
℡824-1056

7 か？
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絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
各回、先着４組まで（当日１０：００から整理券を配布します）

４組（当日先着順）

くるくるしたものをテーマにした絵本の読み聞かせや本の紹介と簡単な工作を
行います。 ※要申込 先着４組
絵本とわらべうたなどを行います。 各回１０組（当日先着順）
①はおおむね０歳児対象 ②はおおむね１～２歳児対象
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※ 要事前申込

行

施設名

佐伯区図書館
℡921-7560

対

象

日

時

場

所

概
要
１６日（土）15:00～16:00ぬいぐるみを預けます。ぬいぐるみが図書館におとまり
して、本を１冊借ります。１７日（日）10:00～11:00ぬいぐるみをおむかえに行きま
す。
※要申込、先着順 定員１０組（１０月１日～受付）

1 【終了】 ぬいぐるみのおとまり会※

幼児・小学生とその保護者 １０月１６日（土）～１７日（日）

佐伯区図書館内

2 【終了】 おはなし いっぱい ～秋の巻～

幼児・小学生とその保護者 １０月１７日（日）11：00～11：30

佐伯区民文化センター 大広間 昔話や物語を覚えて語る、ストーリーテリングだけのおはなし会です。

3 【終了】 おはなし会

幼児・小学生とその保護者

１０月２３日（土）14：00～14：30
佐伯区民文化センター 音楽室 絵本の読み聞かせなどを行います。
１１月６日（土）11：00～11：30

4 【終了】 こども映画会

幼児・小学生とその保護者

１０月２４日（日）
①13：00～ ②14：30～

佐伯区民文化センター 大会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

5 【終了】 乳幼児向けおはなし会

乳幼児とその保護者

１０月２７日（水）
①10：30～②11：10～

佐伯区民文化センター 大広間 絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。

6

湯来河野
閲覧室
℡0829
-40-4005

事

【終了】 自然関連講座
一般
「植物和名に学ぶ笑薬」 身近な薬草を知ろう※

アニメーションの上映と本の紹介を行います。
各回２０分前頃から整理券配布・先着５０名

薬草について学ぶ講座です。
１０月３０日（土）10：00～12：00 佐伯区民文化センター 大会議室Ａ・Ｂ
※要申込、先着順 定員３０名（１０月１日～受付）

7 【終了】 展示「調べてわかると楽しいよ！」

一般・児童

１０月１日(金）～１０月３１日（日） 佐伯区図書館内

「なんだろう？」「どうなっているの？」疑問に思ったら調べてみよう。わかると楽
しい、調べ方などの本の展示を行います。

8 展示「<１０代>のみんなへ」

一般・児童

１０月１６日（土）～１１月１４日（日） 佐伯区図書館内

<１０代>におすすめの本の展示を行います。

9 展示「社会のしくみを知ろう！」

一般・児童

１１月２日（火）～１１月２８日（日） 佐伯区図書館内

政治・経済など社会の仕組みに関する本の展示を行います。

1 平和を感じられるおすすめ本を教えてください

どなたでも

募集期間：１０月１日（金）～１１
月２１日（日）
湯来河野閲覧室
掲示期間：１０月１６日（土）～１
１月２８日（日）

「平和を実感したり平和の大切さを感じたりした本」を募集し、おすすめ本として
掲示します。

2 【終了】 雑誌リサイクル

広島市立図書館の貸出
１０月１７日（日）１０：００～
利用券をお持ちの方どな
無くなり次第終了
たでも

湯来河野閲覧室

保存年限切れの雑誌の無料譲渡を行います。
お一人５冊まで 申込不要

3 【終了】 マンガイラスト教室－ぬり絵に挑戦－※ どなたでも

１１月３日（水・祝）１３：００～１５：００ 湯来河野閲覧室 ２階会議室

漫画家を講師にぬり絵を行います。
※要申込 先着１０名

4 おはなし会

幼児・児童とその保護者

１１月１３日（土）１１：００～１１：３０ 湯来河野閲覧室 児童室

絵本の読み聞かせなどを行います。

5 【終了】 展示「○○の秋」

一般

１０月１日（金）～１０月３１日（日） 湯来河野閲覧室

秋にやりたくなることをテーマに本の展示を行います。

6 【終了】 展示「天体観測」

児童

１０月１日（金）～１０月３１日（日） 湯来河野閲覧室

星・星座に関する本の展示を行います。

7 展示「健康寿命をのばす」

一般

１１月２日（火）～１１月２８日（日） 湯来河野閲覧室

健康で長寿に関する本の展示を行います。

8 展示「犯人はダレダ！？」

児童

１１月２日（火）～１１月２８日（日） 湯来河野閲覧室

”なぞとき”をテーマに本の展示を行います。
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※ 要事前申込

施設名

行

事

1 【終了】 似顔絵大集合※

対
どなたでも

象

日

時

場

１０月２３日（土）11：00～13：00

所

まんが図書館 正面玄関付近(雨天時１階エントランス）

2 【終了】 君も漫画家！小学生漫画イラスト講座※ 小学３年生から６年生まで １０月30日（土）①10：00～②12：00～ 中央図書館 ３階 セミナー室
まんが図書館
℡261-0330

要

比治山短期大学の学生さんが似顔絵を描いてくれます。先着15名
広島在住のプロの漫画家の先生と一緒にイラストを描きます。先着各15名

3 【終了】 君も漫画家！中高生漫画イラスト講座※中学１年から高校３年相当 １１月３日（水・祝）10：00～12：00 ひとまちプラザ 北棟５階 研修室Ｃ プロの漫画家が、漫画の描き方を指導します。先着15名
4 【終了】 おはなし会

どなたでも

１１月６日（土）14：00～14：30

まんが図書館 屋外閲覧スペース 図書館職員による読み聞かせを行います。

5 【申込受付終了】 似顔絵講座※

成人

１１月１３日（土）10：00～12：00 ひとまちプラザ 北棟５階 研修室Ａ 初めての方でも大丈夫です。自分で似顔絵を描いてみましょう。

1 マッピーをさがせ！2021

どなたでも

10月16日（土）～11月14日（日） あさ閲覧室

あさ閲覧室内に隠れたマッピーをさがしてもらい、クイズに答えてもらいます。

2 展示「まんがで読む名作」

一般・児童

10月16日（土）～11月14日（日） あさ閲覧室

文学を原作とする漫画作品の展示を行います。
持ち込み・持ち帰り自由のまんが本の交換市です。
持ち帰りは1人10冊まで
20分ごとの入れ替え制・各回10人ずつ入場
※10：30から安公民館1階会議室2の前で入場整理券を1人1枚配布します。
入場整理券の番号順に入場していただきます。

あさ閲覧室
℡830-3675

映像文化
ライブラリー
℡223－3525

概

3 【終了】 〈まんが〉本の交換市

どなたでも

10月30日（土）11：00～14：00

安公民館 1階 会議室2

1 【終了】 こども映画会

どなたでも

１１月７日（日）①11：00～②14：
映像文化ライブラリー１階
30～
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こども向け映画「カミキリムシ救助隊」「わたしおてつだいねこ」「ぼくときどきぶ
た」の3本立て上映です。鑑賞料は無料。定員20名。
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※ 要事前申込

行

施設名
1

事

対

【終了】 資料展示「長く読みつがれた定番の絵
どなたでも
本」

2 資料展示「アフガニスタンでおきていること」

どなたでも

象

日

時

場

所

県立図書館 子供の読書活動推 保護者や読書活動ボランティア等が，子供と本を結ぶ活動の際に参考になる
進コーナー入口
よう，発行から20年以上になる定評のある絵本の展示・貸出しを行っています。

８月25日（水）～当分の間

県立図書館 青少年図書モデル 東西冷戦時代から紛争が続くアフガニスタンについて，過去から現在までの
展示
関連図書を展示しています。

10月１日（金）～12月５日（日）

県立図書館 展示コーナー

10月23日（土）14：00～14：30

県立図書館 会議室

11月２日（火）～１月30日（日）

12月３日（金）～９日（木）の障害者週間の時期に合わせ，教員や読書活動ボラ
県立図書館 子供の読書活動推
ンティア等が，子供と本を結ぶ活動の際の参考になるよう，障害のある子供へ
進コーナー入口
の読み聞かせに向く絵本及び参考図書の展示・貸出しを行っています。

11月３日（水・祝）９：30～17：00

広島県立図書館と広島県立視覚障害者情報センターが，視覚やその他の障
県立図書館 「読書サポートコー
害により活字での読書・来館での御利用が困難な方に実施している障害者
ナー」付近
サービスを紹介します。

造りを支えて100年～」
広島県立
図書館
℡241-4995

4 【終了】 けんりつ・おはなし会

5

事業数

どなたでも

資料展示「みんなで絵本を楽しもう～障害のあ
どなたでも
る子供への読み聞かせ～」

要

７月13日（火）～10月31日（日）

資料展示「食品工業技術センターが目指す豊
3 かな食生活～広島の食文化を支えて70年／酒 どなたでも

概

6 【終了】 障害者サービス体験会

どなたでも

7 【終了】 一日公開書庫

利用カードを持っている方
（中学生以下は保護者等 11月３日（水・祝）13：00～16：00 県立図書館 書庫
同伴）

96
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広島県立総合技術研究所食品工業技術センターと連携して，広島の食文化
にふれていただくため，食品工業技術センターが開発した食品加工の技術を紹
介するパネルの掲示やパンフレットの配布を行うとともに，関連する図書館資料
の展示・貸出しを行っています。
毎月第４土曜日，隔月第２土曜日に読み聞かせを行っています。

普段は入ることができない，約70万冊の本のほか雑誌・新聞のバックナン
バーがぎっしり詰まった，巨大な書庫を大公開します！

