
2022.11.12 現在　/　事業数計　102

※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

1 企画展「生誕１１０年　新藤兼人展」 どなたでも 中央図書館2階　展示ホール
新藤兼人（広島市佐伯区出身）は、脚本家、映画監督として生涯現役を貫き、広
島や家族などをテーマに制作を続けました。

2 【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 中央図書館１階自習室
図書館で利用しなくなった本を無料でお譲りします。※往復はがきで申込。10月1日
（土）消印有効～10月15日必着  先着500名

3 【終了】本の譲渡会※＆ブックカフェ どなたでも 中央図書館１階自習室・北側広場
市民から提供いただいた本を無償でお譲りします。※往復はがきで申込。10月1日
（土）消印有効～10月15日必着  先着300名、ブックカフェは申込不要

1 おはなし会 幼児・小学生とその保護者 こども図書館１階　展示コーナー
絵本の読み聞かせなどを行います。
（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。）

2 【終了】おひざにだっこのおはなし会
3歳未満の乳幼児とその保護者、妊婦
さんとパートナー

こども図書館１階　かりるへや
絵本の読み聞かせ、手遊び、絵本の選び方についての話など
（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。）

3 窓を飾ろう「窓にこんちゅうをはろう！」 幼児・小学生 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。

4 しおり配付 どなたでも 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。

5
【終了】
令和４年度児童文化講演会「虫のしわざ探検」
※

小学生以上 5-Daysこども文化科学館1階アポロホール
昆虫写真家新開孝さんを招いての講演会です。
※定員120名　要申込、先着順　10月15日（土）午前9時から受付開始。

6 【終了】アメリカのことばとあそびにふれよう 幼児・小学生とその保護者 広島市青少年センター3階　第1集会室 英語と日本語による絵本の読み聞かせ、アメリカの遊びの紹介など

7 【終了】期限切れ雑誌をおゆずりします！ 広島市立図書館の貸出利用登録者 こども図書館2階　しらべるへや
保存期限の過ぎた雑誌を無料でお譲りします（1人5冊まで）。当日、会場で入場券
を配布

8 【終了】展示「のりものあつまれ」 どなたでも こども図書館１階　展示コーナー 10/14「鉄道の日」にちなみ、のりものに関する図書を展示します。

9 展示「むかしむかし」 どなたでも こども図書館１階　展示コーナー
11/1「古典の日」にちなみ、古典や昔話、昔のくらしや道具に関する図書を展示しま
す。

1 【終了】おはなしワールド 幼児・児童とその保護者 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）

2 【終了】えほんとわらべうた 乳幼児と保護者 ＪＭＳアステールプラザ4階　大広間 絵本の読み聞かせなどを行います。（当日先着6組）

3 【終了】こども映画会※ 幼児・児童とその保護者 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）

4
【終了】 芸術関連講座「図書館で気軽に学ぶクラ
シック音楽の世界～古典派を中心に～」※

一般 ＪＭＳアステールプラザ5階　中音楽室
古典派時代をはじめとしたクラシック音楽について演奏を交えわかりやすくお話しいた
だきます。（定員は30人、要申込、先着順）

5 【終了】雑誌リサイクル 広島市立図書館の貸出利用登録者 11月5日（土）
①10:00～10：45
②11：00～11：30

ＪＭＳアステールプラザ2階　多目的スタジオ
①保存年限切れ雑誌を無償譲渡（１人5冊まで）します。②　保存年限切れ雑誌
を制限なしで無償譲渡します。会場内入場の上限20名。当日、会場で入場券を
配付

6
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!!! 』　」

一般・児童 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。

7 【終了】展示「音を楽しむ」 一般・児童 中区図書館　閲覧室 芸術関連講座にちなみ、音楽に関する本を展示します。

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事

中央図書館
℡222-5542

５-Days
こども図書館
℡221-6755

中区図書館
℡248-9300

10月14日（金）、10月21日（金）、11月11日（金）
11：00～11：20

10月15日（土）～11月13日（日）

10月15日（土）～11月13日（日）

11月12日（土）10：00～12:00

10月22日（土）13：00～14：00

日　　　　　時

10月8日(土)～12月25日（日）

11月3日(木・祝)　9:30～16:30

11月6日(日) 9:30～15:30

10月16日（日）、10月23日（日）、10月30日
（日）、11月3日（木・祝）、11月6日（日）、
11月13日（日）
14：00～14：20

10月29日（土）11：00～12：00

10月30日（日）14：00～16：00

10月1日（土）～11月29日（火）

10月1日（土）～10月30日（日）

10月15日（土）9：00～12：00

10月1日（土）～10月30日（日）

11月1日（火）～11月29日（火）

10月15日（土）14：00～14：30

10月21日（金）11：00～11：30
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※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事 日　　　　　時

1 【終了】おはなし会 幼児・小学生 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 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 【終了】鯉城からさぐるカープの名前と歴史※ 一般 東区民文化センター１階　スタジオ２ ※要申込。先着30名。

4 展示「図書館で発見！」 一般・児童 東区図書館　閲覧室 図書館で発見！のテーマに合わせた本の展示します。

5 【終了】ミニ雑誌リサイクル
広島市立図書館の貸出利用券をお
持ちの方

東区図書館　閲覧室
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料
でお譲りします。

1 【終了】こぐまちゃんクラブ 乳幼児とその保護者

10月18日（火）
　
11月8日（火）

①10：30～10：55
②11：05～11：30
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

2 【終了】おはなし会 幼児から 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

3 【終了】ストーリーテリングのおはなし会 幼児から 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】
南区図書館・県立広島大学連携公開講座
 「読み切り文学講座」※

高校生相当年齢以上 南区民文化センター３階　大会議室Ａ
※要申込、先着20名
第1回テーマ「曹氏兄弟の悲劇とその内実」
第2回テーマ「オスカー・ワイルドの『まじめが肝心』を読む」

5 【終了】雑誌リサイクル 広島市立図書館の貸出利登録者 南区民文化センター３階　大会議室Ａ
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

6
【終了】
薩摩琵琶で楽しむ古典文学の世界 パート6※

どなたでも 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。
※要申込、先着70名

7 【終了】鉄道大好き どなたでも 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 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 音にまつわるあれこれ どなたでも 南区図書館　閲覧室 音に関する本の展示を行います。

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「語って幸せ、聞いて幸せ。ー心たのしいおはなしの時間を、今も、これからも。」
※要申込 、先着40名

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
※要申込、先着40名

3 【終了】おはなし会 幼児・小学生 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 【終了】えほんくらぶ 乳幼児とその保護者 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 【終了】おはなしキャンドル 幼児・小学生 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「おとなになったら何になる？」 児童 西区図書館　閲覧室 仕事に関する本を展示します。

7 展示「どんないろがすき？」 児童 西区図書館　閲覧室 美術・絵画・色彩に関する本を展示します。

8 【終了】展示「働き方いろいろ」 一般 西区図書館　閲覧室 ＳＤＧｓ8にちなんだ、仕事についての本を展示します。

9 展示「後世に残したい世界遺産」 一般 西区図書館　閲覧室 世界遺産に関連する本を展示します。

東区図書館
℡262-5522

南区図書館
℡251-1080

ｺｼﾞﾏ
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
西区図書館
℡234-1970

10月15日（土）、10月23日（日）
11：00～11：30

10月29日（土）10：00～12：00

1１月5日（土）13：00～15：00
　　　　　　　（開場12：30）

10月1日（土）～10月30日（日）

10月15日（土）～11月13日（日）

11月1日（火）～11月23日（水・祝）

10月26日（水）、11月9日（水）
11：00～11：20

10月30日（日）10：00～12：00

10月15日（土）～11月16日（水）

10月15日（土）～11月12日（土）
（※日曜日を除く）

第1回　10月26日（水）10：00～11：30
第2回　11月11日（金）10：00～11：30

10月15日（土）11：00～11：30

11月12日（土）11：00～11：30

10月1日（土）～10月30日（日）

11月１日（火）～11月29日（火）

10月1日（土）～10月30日（日）

11月１日（火）～11月29日（火）

10月27日（木）14：00～16：00

10月28日（金）10：30～12：00

10月22日（土）11：00～11：30

11月11日（金）11：00～11：30

11月12日（土）11：00～11：30
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※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事 日　　　　　時

1 【終了】012才のおはなし会 乳幼児とその保護者 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）

2 【終了】おはなし会 幼児・小学生 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）

3
【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
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月1日午前9:00より電話かFAX、または来館で受付)

4 【終了】展示「ここではないどこかへ…」 どなたでも（一般・児童・ＹA） 安佐南区図書館　閲覧室 旅に関連した本の展示を行います。

5 展示「耳をすませば」 どなたでも（一般・児童・ＹA） 安佐南区図書館　閲覧室 音楽に関連した本の展示を行います。

6 【終了】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」の活動紹介やエコに関連
した図書の展示をします。

1 【終了】おはなし会 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
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 安佐北区図書館　おはなしのへや
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）

3
【終了】文学講座　「祇園精舎の鐘」はどんな音、
平家滅亡の理由を平家作者はどう捉えたのか。※

中学生以上 安佐北区民文化センター2階　大会議室
平家物語に込められた作者の思いなどについて、お話を伺います。
※10月1日（土）午前9時から受付開始。先着50名

4 ジャンボかぼちゃの重さ当て どなたでも 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15日（火）予定。

5 【終了】ハロウィンかぼちゃの顔をかこう！ どなたでも 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13日（日）まで廊下に掲示します。

6 【終了】雑誌リサイクルフェア 広島市立図書館の貸出利用登録者 安佐北区図書館　おはなしのへや
保存年限の切れた雑誌を無償譲渡します。1人5冊まで。
9:40から整理券を配布します。先着30名

7 展示「おもしろその年マンガ大賞　受賞作品」 どなたでも 安佐北区図書館　閲覧室 おもしろその年マンガ大賞の受賞作品を展示します。

8 【終了】展示「やめられない、文学・活字」 どなたでも 安佐北区図書館　閲覧室 文学・活字に関する本を展示します。

9 展示「世界の国々、その文化と歴史」 どなたでも 安佐北区図書館　閲覧室 外国の文化・歴史に関する本を展示します。

安佐北区
図書館

℡814-0340

ﾏｴﾀﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
安佐南区
図書館

℡879-5060

10月27日（木）11:00～11:30
11月12日（土）11:00～11:30

10月15日（土）、10月23日(日)
14：00～14：30

10月20日（木）
①10:30～　②11:00～

10月29日（土）
13：30～15：30

10月15日（土）～11月13日(日）

10月15日（土）～10月30日（日）

10月15日（土）11:00～11:30

10月26日（水）10:00～12:00

10月1日(土）～10月30日（日）

11月1日(火）～11月29日（火）

10月15日（土）～10月29日（土）

11月12日（土）
10：00～11：55の間で指定された15分間

11月１日（火）～11月13日（日）

10月１日（土）～10月30日（日）

11月１日（火）～11月29日（火）
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※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事 日　　　　　時

1 【終了】おはなし会 幼児・小学生とその保護者 安芸区図書館　おはなしのくに 絵本の読み聞かせなどを行います。4組（当日先着順）

2 【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

安芸区民文化センター3階　大広間
絵本の読み聞かせとわらべうた・手あそびなどを行います。各回5組（当日先着順）
①②とも、０歳～２歳児対象

3 【終了】毛糸で作ろう！ポンポンのクリスマスツリー  ※ どなたでも 安芸区民文化センター3階　美術工芸室
毛糸のポンポンで、クリスマスツリーを作りましょう！
※要申込　先着20名　持参物：毛糸3玉、木綿糸、持ち帰り用袋

4 本の交換市 どなたでも 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人ずつ≫・どなたでも参加可能）

5 【終了】展示「地理がおもしろい」 一般・児童 安芸区図書館　閲覧室 10月の土地月間にちなみ、地理に関する本を展示します。

6 展示「平和を考える」 一般・児童 安芸区図書館　閲覧室 平和に関する本を展示します。

7 展示「香りを愉しむ」 一般・児童 安芸区図書館　閲覧室 香りに関する本を展示します。

1 【終了】おはなし会 幼児・小学生とその保護者 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。

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 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】こども映画会 幼児・小学生とその保護者 佐伯区民文化センター　大会議室Ａ・Ｂ・Ｃ
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

4 【終了】乳幼児向けおはなし会 乳幼児とその保護者 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。

5
【終了】わたしも僕も片づけヒーロー
－さあ　始めてみよう楽しくなるお片づけ-※

小学生とその保護者 佐伯区民文化センター　大会議室Ａ・Ｂ
「子どもができる片づけ　子どもがやりたい片づけ」を中心に、おっくうな片づけ
を親子でどのように楽しみながら行うか、基本の片づけを紹介します。※要申
込、先着順　定員30名（10月１日～受付）

6

【終了】
自然講座
散歩道の植物―市街地の樹木と環境―※

一般 佐伯区民文化センター　大会議室Ａ・Ｂ
身近な植物を通して、私たちの生活が植物に及ぼす影響や、都市環境の改善につ
ながる樹木の働きについて学びます。※要申込、先着順　定員30名（10月１日～
受付）

7 【終了】展示「もっと知りたい動物のこと」 一般・児童 佐伯区図書館　閲覧室 動物の飼育、生態に関する本の展示を行います。

8 展示「１０代のみんなに贈る本」 一般・児童 佐伯区図書館　閲覧室 10代におすすめの本の展示（青少年）を行います。

9 展示「どんな仕事？どんな職場？」 一般・児童 佐伯区図書館　閲覧室 仕事や職場、働くことに関する本の展示を行います。

佐伯区図書館
℡921-7560

安芸区図書館
℡824-1056

10月27日（木）
①10：30～②11：05～

10月28日（金）10：00～12：00

11月13日（日）9：00～14：00

10月1日（土）～10月30日（日）

11月1日（火）～11月29日（火）

10月15日（土）、11月5日(土)
10：30～11：00

11月5日（土）14：00～16：00

10月1日(金）～10月30日（日）

10月15日（土）～11月13日（日）

11月2日（火）～11月29日（火）

11月1日（火）～11月29日（火）

10月22日（土）、11月5日（土）
14：00～14：30

10月15日（土）11：00～11：30

10月23日（日）
①13：00～　②14：30～

10月26日（水）
①10：30～②11：10～

10月29日(土)10：00～12：00
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2022.11.12 現在　/　事業数計　102

※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事 日　　　　　時

1 【終了】雑誌リサイクル
広島市立図書館の貸出利用券をお
持ちの方どなたでも

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

2 【終了】マンガイラスト教室－ぬり絵に挑戦－※ どなたでも 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　10月4日午前9時から受付開始。先着15名

3
【終了】健康教室『目指せ！アクティブシニア』～
図書館で健康管理～※

どなたでも サンピアゆき　多目的ホール
健康体操と『健康で長寿』の秘訣などをお話ししていただきます。
※要申込　先着30名

4 【終了】おはなし会 幼児・児童とその保護者 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「秋の夜長」 一般 湯来河野閲覧室 秋の夜長を楽しむ本を展示します。

6 【終了】展示「ふしぎな世界」 児童 湯来河野閲覧室 ふしぎな世界をテーマに本を展示します。

7 展示「体を動かす」 一般 湯来河野閲覧室 過ごしやすい季節に体を動かす本を展示します。

8 展示「この本よんだ？」 児童 湯来河野閲覧室 定番のものから新しい本までいろんな本を展示します。

1 【申込受付終了】似顔絵大集合※ どなたでも
まんが図書館　正面玄関付近(雨天時１階
エントランス）

比治山短期大学の学生さんが似顔絵を描いてくれます。※要申込。先着15名

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 ひとまちプラザ北棟5階　研修室Ｃ
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。※要申込、10月1日
（土）受付開始、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 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。※要申込、10月1日（土）受付開
始、先着15名

4 【終了】おはなし会 どなたでも 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 【終了】似顔絵講座※ 成人 ひとまちプラザ北棟5階　研修室C
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。※要申込、10月1
日（土）受付開始、先着10名

1 マッピーをさがせ！2022 どなたでも 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 【終了】まんがの譲渡会 どなたでも 上安バスターミナル3階　ホール

寄贈まんがの一部を希望者に無償で譲渡します。
持ち帰りは1人20冊まで
15分ごとの入替制・各回10人ずつ入場
※10：00からあさ閲覧室で入場整理券を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。

映像文化
ライブラリー

℡223－3525
1 【終了】こども映画会 どなたでも 映像文化ライブラリー1階

こども向け映画「くつやとこびと」「花ともぐら」「鹿鈴（ろくれい）」「セロ弾きの
ゴーシュ 人形劇）」の4本立て上映です。鑑賞料は無料。定員20名。

まんが図書館
℡261-0330

あさ閲覧室
℡830-3675

湯来河野
閲覧室
℡0829

-40-4005

11月12日（土）11：00～11：30

10月1日（土）～10月30日（日）

10月1日（土）～10月30日（日）

10月15日（土）10：00～
無くなり次第終了

10月15日（土）14：00～14：30

11月12日（土）10：00～12：00

10月15日（土）～11月13日（日）

11月5日（土）10：00～12：00

11月5日（土）①11：00～②14：30～

11月1日（火）～11月29日（火）

11月1日（火）～11月29日（火）

１1月19日（土）11：00～13：00

①10月22日（土）②10月29日（土）
10：00～12：00

11月3日（水・祝）10：00～12：00

11月3日（木・祝）13：00～15：00

11月10日（木）10：00～12：00
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2022.11.12 現在　/　事業数計　102

※　要事前申込

施設名 対　　　　象 場　　　　　　所 概　　　　　要

令和4年　ひろしま図書館まつり　行事一覧

行　　　　　事 日　　　　　時

1
【終了】
資料展示「地下書庫には，こんな本もあります」

どなたでも 県立図書館　2カウンター前
普段は入ることができない地下書庫の本を，定期的に入れ替えて展示してい
ます。

2 資料展示「読みつがれた絵本」 どなたでも 県立図書館　入口付近
『こすずめのぼうけん』『わたしのワンピース』等，親子で楽しむことができる，
長く読みつがれてきた絵本を展示・貸出しています。

3
資料展示「新しい絵本～令和2～3年に出版さ
れた絵本から～」

どなたでも 県立図書館　入口付近
保護者の皆さんや読書活動ボランティアの方等が，子供と本を結ぶ活動の際
に参考としていただけるよう，令和2年1月から令和3年12月までに出版された
絵本を展示・貸出しています。

4 資料展示「絵本の読み聞かせに役立つ本」 どなたでも 県立図書館　入口付近
子供と本を結ぶ人に向けて，絵本の読み聞かせ等に関する資料を展示・貸出
しています。

5 資料展示「学校図書館に役立つ本」 どなたでも 県立図書館　入口付近
子供と本を結ぶ人に向けて，学校図書館に関する資料を展示・貸出していま
す。

6 資料展示「いのちをつなぐ移植医療」 どなたでも 県立図書館　中央付近
広島県医療介護基盤課・公益財団法人ひろしまドナーバンクと連携し，移植医
療に関連するパンフレット等の配布を行うとともに，図書館資料の展示，貸出し
を行います。

7
資料展示「新聞の書評で紹介された本（令和4
年5月16日～8月到着分）」

どなたでも 県立図書館　入口付近
令和4年5月16日から8月までに到着した図書のうち，新聞各紙の書評欄で紹
介されたものの展示・貸出しを行います。

8 【終了】資料展示「追悼　山脇百合子さん」 どなたでも 県立図書館　入口付近
『ぐりとぐら』の絵で知られる画家・絵本作家の山脇（旧姓 大村）百合子さん
が，令和４年９月29日に逝去されました。
山脇さんの功績を偲んで，手がけられた作品等を展示，貸出しします。

9 【終了】けんりつ・おはなし会 どなたでも 県立図書館　会議室 毎月第4土曜日に読み聞かせを行っています。

10 【終了】障害者サービス体験会 どなたでも 県立図書館　入口付近
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
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
サービスを紹介します。

11
【終了】あそびのひろば in 県立図書館
～秋のけんりつ・おはなし会と自然あそび～※

未就学児（2歳以上）と保護者及び同
伴者

千田公園
※雨天の場合は県立図書館会議室

・おはなし会…自然に関する絵本を中心とした読み聞かせや手遊びをします。
・あそびのひろば…葉っぱや木の実など自然の中にある物を使った遊びをしま
す。

12 【終了】一日公開書庫
広島県立図書館　利用カードを持っ
ている方（中学生以下は保護者等同
伴）

県立図書館　書庫
普段は入ることができない，約72万冊の本のほか雑誌・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！

13
【終了】
講演会「太陽の不思議・月とのつながり‐私たち
は星の子‐」※

どなたでも 広島県情報プラザ地下2階多目的ホール
国立天文台の日江井（ひえい）名誉教授が太陽の仕組みや天体観測のコツな
どわかりやすくお話しします。※要申込、10月5日受付開始　先着70名程度

事業数 102

10月7日（金）～11月6日（日）

広島県立
図書館

℡241-4995

11月３日（木・祝）10：30～11：40

11月3日（木・祝）13:30～14：40

9月27日（火）～12月27日（火）

9月27日（火）～12月27日（火）

10月22日（土）14：00～14：30

11月３日（木・祝）９：30～16：00

11月3日（木・祝）13：00～16：00

3月26日（土）～10月30日（日）

通年

8月2日（火）～当分の間

8月2日（火）～当分の間

8月27日（土）～当分の間
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