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県立図書館で「こどもの読書週間」のイベントを開催します 
 

4 月 23 日は「子ども読書の日」、4 月 23 日から 5 月 12 日までは「こどもの読

書週間」です。 

県立図書館では、子どもに積極的に本を読む意欲を高めてもらうよう、下記

のとおり、5 月 11 日に『子ども読書まつり』を開催します。今年度は、北陵高

等学校の生徒が読み語るおはなしや楽しい工作などで、みなさんのお越しをお

待ちしております。 

また、「こどもの読書週間」の期間中は、中学生・高校生のためのティーンズ

コーナーの新設や書庫探検隊、ふるさと納税の寄附金で購入した児童図書の展

示など、小さいお子さんから高校生まで楽しめるイベントを企画しています。 

「こどもの読書週間」は、是非、県立図書館のイベントにご参加ください。 

  

記 

 

1 子ども読書まつり 

(1) 日時 平成 25 年 5 月 11 日（土曜日）10 時～11 時 30 分 

(2) 場所 県立図書館 1 階 大会議室 

(3) 内容  

ア おはなし会 

北陵高等学校の生徒と当館職員による絵本 

などの読み語り 

イ 工作 

おりがみ 

(4) 対象 小学生以下（保護者同伴可） 

(5) 募集人数 80 名程度（保護者を含む） 

(6) 参加費 無料 

(7) 申込み先 児童図書閲覧室 若しくは 

図書館ネットワーク担当 

(連絡先：0952-24-2900) 

平成 25 年 4 月 19 日 

佐賀県立図書館 企画・広報担当 

担当者   高井  諸岡 

内線 3711／直通 0952-24-2900 

E-mail: saga-kentosyo@pref.saga.lg.jp

参考：昨年度の子ども読書まつり 
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2 ティーンズコーナーの設置 

様々な事に興味を持つ 10 代に向けて、オススメの本を揃えた 

「ティーンズコーナー」を新規で常設します。 

(1) 新設日 平成 25 年 4 月 25 日（木曜日） 

(2) 場所 県立図書館 2 階 公開閲覧室南側 

(3) 内容 中学生・高校生を中心とした 10 代に読んでもらい 

たい本を一同に集めたコーナーです。 

心理学や仕事など様々な分野の入門書や人気の小説、 

雑誌（Seventeen、FINEBOYS、HR、CD&DL でーた） 

などを揃えています。 

 

3 書庫探検隊 

(1) 期間 4 月 23 日(火曜日)～5 月 12 日(日曜日) 

    ※4 月 24 日（水曜日）は休館日のため実施しま 

せん。 

(2) 時間 14 時 30 分～16 時 30 分（受付は 16 時まで） 

(3) 内容 普段は入ることができない書庫に入って、本を 

探して借りることができます。 

(4) 参加費 無料 

(5) 申し込み 不要 ※団体の場合は前日迄にご連絡ください。 

 

4 ふるさと納税で購入した児童図書の展示 

今年度も「ふるさと納税」の「くぅーりっぱか佐賀っ子づくり！（子ども達

への贈りもの）」メニューでいただいた寄附金により児童図書を購入しました。 

 今回は、大人数の読み語りに適した「大型絵本」と「紙芝居」を購入してい

ます。 

 多くの皆様のご利用をお待ちしています。 

(1) 展示期間 4 月 25 日（木曜日）～6 月 25 日(火曜日） 

(2) 展示場所 県立図書館 1 階 展示ホール 

(3) 寄附金額 560,000 円（うち今回購入額 279,332 円） 

※ふるさと納税については、別添「資料」をご参照 

ください。 

(4) 内容 

ア 『大型絵本』 

   「100 かいだてのいえ」、「ダンゴムシみつけたよ」 

「999 ひきのきょうだい」など 22 冊。 

大人数の読み語りに対応した大きなサイズの絵本で、 参考：昨年度のふるさと納税展示 

参考：書庫探検 

参考：ティーンズコーナーの 

本の一部
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想像力・集中力を高め物語への興味を誘う第 1 歩として効果的です。 

イ 『紙芝居』 

「さよならおめでとう」、「たいふうがきた！」、「ゲンジボタルのゲンち

ゃん」など 63 冊。 

四季折々の行事の由来を知る行事紙芝居、知っておきたい自分の体の

ことや健康な暮らしのために必要な知識を盛り込んだ健康・知識紙芝居、

小学校での授業導入に最適な道徳紙芝居等幅広く揃えました。 

 （詳細は、別添「平成 25 年春ふるさと納税の本リスト」をご参照ください。） 

(5) その他 

 ア 今回購入した児童図書の貸し出しは、4 月 23 日（火曜日）からです。 

 イ 今年度第二弾の購入時期は、7 月頃を予定しています。 

 



 



別添「平成25年春
ふるさと納税の本リスト」

Ｈ25年度(春）ふるさと納税の本リスト（大型絵本）

書　　　名 出版社

1 ゆうたとさんぽする あかね書房

2 ゆうたはともだち あかね書房

3 バルボンさんのおでかけ アリス館

4 もぐらバス 偕成社

5 ちか１００かいだてのいえ 偕成社

6 おおきなきがほしい 偕成社

7 １００かいだてのいえ 偕成社

8 たからものはなあに？ 金の星社

9 たまごにいちゃんぐみ 鈴木出版

10 あるのかな 鈴木出版

11 ねずみのさかなつり チャイルド本社

12 あめのひのえんそく チャイルド本社

13 999ひきのきょうだい チャイルド本社

14 おべんとくん チャイルド本社

15 ねずみのえんそく　もぐらのえんそく チャイルド本社

16 せんたくかあちゃん 福音館書店

17 めっきらもっきらどおんどん 福音館書店

18 バムとケロのにちようび ぶんけい

19 ウララちゃんのたんじょうび ポプラ社

20 ダンゴムシみつけたよ ポプラ社

21 ぼくにげちゃうよ ほるぷ出版

22 だいすきっていいたくて ほるぷ出版



別添「平成25年春
ふるさと納税の本リスト」

書　　　名 出版社

書　　　名 出版社 32 できるかな？かじのひなんくんれん 教育画劇

1 さよならおめでとう 童心社 33 かじおばけモクモク 教育画劇

2 こんどはぼくがおにいさん 童心社 34 できるかな？じしんのひなんくんれん 教育画劇

3 りょうまのもくば 童心社 35 じしんがきたときどうするの 教育画劇

4 よもぎだんごぺったん 童心社 36 ドロロンクリスマス 教育画劇

5 なんのにおいかな？ 童心社 37 ブーくんのおいもほり 教育画劇

6 とんだとんだ！コウノトリ 童心社 38 どうぶつむらのたなばたまつり 教育画劇

7 みんな１ねんせい 童心社 39 こどものひはおおさわぎ！ 教育画劇

8 ひとりでできるよ 童心社 40 ひなまつりのおともだち 教育画劇

9 あしたのじゅんびできるかな 童心社 41 おにはそとふくはうち 教育画劇

10 ごはんですよーっ 童心社 42 かえるケロスケ 教育画劇

11 ごちそうなにができるかな 童心社 43 あま～いにおいのアメンボくん 教育画劇

12 つるつるシャキシャキもーぐもぐ 童心社 44 ミケとちゅうたとちゅうちゅ 教育画劇

13 むきむきおいしい！ 童心社 45 はらっぱでみつけたよ 教育画劇

14 たべたいのなーに？ 童心社 46 ぼくはてんとうむし 教育画劇

15 うまうままんま 童心社 47 まぐろがまぐろになったわけ 教育画劇

16 きょうのばんごはんなーに？ 童心社 48 ぼくらはむしのがっしょうだん 教育画劇

17 シャカシャカふりふりあさごはん 童心社 49 つよいぞ！カマキリくん 教育画劇

18 はいはいあーん 童心社 50 ゲンジボタルのゲンちゃん 教育画劇

19 どんなあじ？ 童心社 51 アゲハチョウのたんじょう！ 教育画劇

20 ねずみのミーちゃんききいっぱつ 童心社 52 ゾウキバヤシのむしたち 教育画劇

21 ワンタさんは、おおいそがし 童心社 53 カタツムリくん 教育画劇

22 いちどとまってみぎひだり 童心社 54 スイスイゲンゴロウくん 教育画劇

23 おいしぃおいしぃ！ 童心社 55 ミツバチのごちそう 教育画劇

24 おいしいとびらをとんとんとん 童心社 56 ありんこありりはくいしんぼう 教育画劇

25 まことくんとおかし 童心社 57 まんまるダンゴムシ 教育画劇

26 そらまめおいしい！ 童心社 58 むしのおうさまカブトムシ 教育画劇

27 おうちでレストラン 童心社 59 いちばんおおきなばった 教育画劇

28 いたずらだいこんとぶんぶんはち 教育画劇 60 ななつぼしのてんとうむし 教育画劇

29 かみなりぼうやともりのなかま 教育画劇 61 トンボくんとなかまたち 教育画劇

30 たいふうがきた！ 教育画劇 62 もりのあばれんぼうクワガタくん 教育画劇

31 ありんこチッポながされる 教育画劇 63 セミくんがおようふくをきがえたら・・・ 教育画劇

Ｈ25年度(春）ふるさと納税の本リスト（紙芝居）


