
平成 15年度児童奉仕実践研修講座報告 
日 時 平成１５年１０月７日（火）１０：３０～１６：００ 
会 場 岐阜県図書館研修室 
参加者 県内の公共図書館･公民館図書室等の読書施設の職員・ボランティア４５名 
テーマ 「子どもと本の世界を楽しみましょう」（講師：近藤洋子氏） 
 

   
 
午前の部：地区別の情報交換会等 
主に小学生への支援や小学校との連携について話し合い、代表者が発表しました。 
その後、参加者の中から３名の方にブックトークの発表をしていただきました。どの方

も、この本をぜひ読んでみたいと思えるような発表でした。 
 
午後の部：講師講義「子どもと本の世界を楽しみましょう」 
 子どもの読書活動の推進に関する法律の施行後、小学校などから「子どもたちに読み聞

かせに来てほしい」「ブックトークをしてほしい」といった要請を受けることが多くなりま

した。けれども実際にどんなことをすればよいのかが今ひとつ分からず困っている、とい

った声が公共図書館・公民館図書室の方々から聞かれるようになりました。そこで今年度

の児童奉仕実践研修講座では、講師に近藤洋子氏（元名古屋市図書館司書）を迎え、おも

に小学生への働きかけについてご講義いただきました。 
子どもを知ること、子どもの本を知ること、子どもと本を結ぶ技術を知ることが大切で

あるといった、児童サービスについてのお話の後、読み聞かせ、ストーリーテリング、紙

芝居、エプロンシアター、パネルシアター、ブックトークといった具体的な技術について、

実演を交えてご紹介いただきました。 
 特にブックトークについては、参加者の皆さんに「ブックトークの計画を立てる」とい

う事前課題を提出していただきました。「今までブックトークをやったことがない」という

参加者が多かったのですが、要望はあるということで関心も高かったようです。ブックト

ークとは本の紹介のことで、本の紹介は日常業務の中で常にやっていることだが、やり方

が整備されてブックトークという形になった、という講師の説明を聞き、講師のブックト

ーク実演「くすくす うふふ」「秋はおいしい！でもごようじん！！」を聞き、その楽しさ

をまさに実感することができました。講師から学んだ「自分も楽しみながら、楽しく本の

紹介をする」という姿勢を忘れずに、これからのサービスに生かしていきたいと思います。 



県内図書館の子ども向けの行事一覧（１１月分）

館名 行事名 内容 開催日時 対象 申込（要・不 問合先（図書館）

岐阜市立図書館
すくすくお話し会　こぐまくら
ぶ

絵本・紙芝居・ペープ・エプロンな
ど

11月1日（土）14:00
～ 就園児 不要 058-262-2924

　　　　〃
よちよちお話し会　ひよこく
らぶ 　　　　　　　　　〃

11月12日（水）11:00
～ 未就園児 　　　〃 　　　　〃

　　　　〃 わくわくお話し会　たから島 　　　　　　　　　〃
11月15日（土）14:00
～ 小学生 　　　〃 　　　　〃

　　　　〃 読書週間
児童室にてオリジナルしおりの配
布

10月28日（火）～11
月9日（日） 児童 　　　〃 　　　　〃

　　　　〃
たんけん！移動図書館～
わかあゆ号～

移動図書館を本館の西玄関近く
に停車、開放。移動図書館前に
て、１１時と１４時の２回、紙芝居
の上演もします 11月9日（日） 不問 　　　〃 　　　　〃

　　　　〃　　分館 おはなし会
児童向けの絵本・紙芝居の読み
聞かせなど 11月22日（土）

未就園児～小
学校中学年 不要 058-268-1061

　　　　〃長良図書
室 おはなし会

絵本・エプロンシアター・紙芝居等
の読み聞かせ

11月8日（土）10:30
～ 幼児 不要 058-233-8170

　　　　〃東部図書
室 おはなし会（月１回） 絵本・紙芝居等の読み聞かせ

11月22日（土）14:00
～14:30 未就園児 不要 058-241-2727

　　　　〃西部図書
室 おはなし会

絵本・紙芝居・ペープ・エプロンな
ど

11月1日（土）、14日
（金）10:30～ 未就園児 不要 058-234-1633

　　　　〃長森図書
室 おはなし会 　　　　　　　　　　〃

11月19日（水）11:00
～ 未就園児 不要 058-240-2702

羽島市立図書館
パネルシアター　手遊び、
歌遊びで楽しもう 劇団うめっこ座による人形劇等

11月16日（日）11:00
～

幼児～小学校
低学年 不要 058-392-2270

　　　　〃 おはなしひろば
絵本の読み聞かせ、パネルシア
ター、紙芝居、手遊び等

11月8日、22日（土）
14:00～ 　　　　〃 　　　〃 　　　　〃

山県市伊自良図書
館 おはなしひろば 絵本・紙芝居の読み聞かせ

11月1日、8日、15
日、22日、29日(土) 幼児～小学生 不要 0581-36-3339

山県市高富中央公
民館図書室 よみきかせわくわくランド

絵本・紙芝居の読み聞かせ、工
作 11月22日(土） 幼児～小学生 不要 0581-22-3351

山県市みやまジョイ
フル倶楽部

つくしんぼ学級のよみきか
せ教室 絵本・紙芝居の読み聞かせ

１１月14日、28日
（金）

保育園入園前
の幼児 不要 0581-52-1313



川島町ほんの家 たのしいおはなしのじかん 絵本・紙芝居などの読み聞かせ
毎週土曜日14:00～
14:30（定期行事） 幼児・児童 不要 0586-89-2811

岐南町図書館 児童文学作家寺村輝夫展
寺村輝夫のプロフィールと主な作
品を紹介、展示

10月27日（月）～11
月9日（日） 小学生 不要 058-247-7737

　　　　　〃 おはなしの会 絵本や紙芝居の読み聞かせ
11月1日、8日、22
日、29日（土）

小学校低学年
以下 　　　〃 　　　　〃

　　　　　〃 人形劇 未定 11月15日（土） 　　　　〃 整理券が必要 　　　　〃

北方町立図書館

読書週間スペシャル　こど
もおはなしポケット＆えほん
こどもの楽しみ方

ストーリーテリング・巻紙えほん・
落語えほん・おもしろえほん・てあ
そび　ブックトーク「おかあさんっ

11月1日（土）10:15
～ 不問 不要 058-323-3155

　　　　　〃 おやこおはなしポケット
おもしろえほん・パネルシアター・
ペープサート・てあそび・ブック

11月15日（土）、27
日（木）10:15～ 　　　〃 　　　　〃 　　　　〃

しんせいほんの森 ムクムクの作ってあそぼう 親子でかんたんな工作
11月2日（日）10:30
～

未就園児～小
学校低学年 不要 058-323-5757

　　　　　〃
でこぼこコンビのワクワクシ
アター「てんてこ座」 人形劇・パネルシアター

11月3日（月・祝）
13:30～ 　　　　〃 　　　　〃 　　　　〃

大垣市立図書館
ハイビジョン　おはなし玉手
箱

110インチのハイビジョン画面を見
ながら親子でおはなしを聞いても

11月22日（土）14:40
～15:10 不問 不要 0584-78-2622

海津町図書館 親子紙切り教室

動物や花など身近なものをテー
マにした紙切り（講師：黒宮正栄
先生）

11月3日（月・祝）
14:00～

小学生以上の
子どもとその保
護者 先着20組 0584-53-1515

平田町生涯学習セ
ンター

おじいちゃんとおばあちゃ
んのおはなし会

おじいちゃん、おばあちゃんの語
り部 11月8日（土） 3才～小学生 不要 0584-66-4900

　　　　　〃 おはなしあっぷっぷ
絵本のよみきかせと歌あそび・手
あそび 11月18日（火） 0才～3才 不要 　　　　〃

　　　　　〃 作ってあそぼうおはなし会
たのしいおはなしとメッセージカー
ドを作る 11月22日（土） 3才～小学生 　　　　〃 　　　　〃

タルイピアセンター
図書館 読み聞かせ 絵本の読み聞かせ、紙芝居 毎週土曜日14:00～ 不要 0584-23-3746
関ヶ原ふれあいセン
ター・ふれあい図書
館 お話し原っぱ 本の読み聞かせ

11月8日、22日（土）
10:30～11:00

幼児～小学校
低学年 不要 0584-43-2233

神戸町立図書館 えほんのひろば 絵本の読み聞かせ 毎週土曜日14:00～ 子ども 不要

輪之内町立図書館 おはなしを楽しむ会 絵本・紙芝居の読み聞かせ

11月1日（土）10:30
～　　16日、30日
（日）14:00～

保育園児～小
学校低学年 不要 0584-69-4500



ハートピア安八
この本読んだよ（読書感想
画）展の作品展示

読書を通じ、読者の心に残った一
番の名場面を絵で表現してもらう

11月1日（土）～11
月30日（日）

保育園児～小
学生

応募期間は10
月31日まで 0584-63-1515

墨俣町図書館 スーパー竹とんぼ作り
スーパー竹とんぼを作り、思いっ
きり飛ばしてみる

11月15日（土）10:00
～11:30

小学生以上
（小学生以下
は保護者同 申込が必要 0584-62-6209

大野町立図書館 読み聞かせの会 よみきかせ
11月15日（土）13:30
～14:00

保育園児～小
学校低学年 不要 0585-32-1113

　　　　　〃 ミック・コロッポ人形劇

岐阜大学児童文化人形劇研究会
コロッポによる人形劇の上演（北
の森木いちご、風をひいたモンキ
チ君、なんでもかんでも人形劇）

11月23日（日）14:00
～16:00 　　　〃 　　　　〃 　　　　〃

関市立図書館
おはなしひろば　クリスマス
スペシャル

人形劇・ブラックシアター・絵本の
読み聞かせ等 12月13日（土）

幼児～小学２
年生以下 不要 0575-24-2529

　　　　　〃
第11回ＳＥＫＩいきいきフェス
タ2003

おはなし広場「どんぐり」さんによ
る読み語り（29日）　　かみふうせ
んさんによる「関のむかし話」朗
読（30日）

11月29日（土）14:30
～　11月30日（日）
14:00～ 不問 　　　　〃 　　　　〃

美濃市図書館 おはなし会
エプロンシアター・絵本・紙芝居の
読み聞かせ

毎週第２土曜日（11
月8日）11:00～

～小学２年生
程度 不要 0575-33-4322

郡上八幡総合文化
センター図書館 としょかんにぎやかデー

読み聞かせボランティア「おはな
しばたけ」によるおはなし会（8日）
「みんなでつくってあそぼ！」（22
日）

11月8日、22日（土）
14:00～ 不問 不要

白鳥町図書館 おはなしひろば 絵本・紙芝居等の読み聞かせ

11月1日、15日、22
日、29日（土）14:00
～ 幼児～小学生 不要 0575-82-6006

　　　　　〃 本とともだち
「これだれのもの」　本を使って
ゲームをしよう

11月8日（土）10:00
～　　14:00～ 小学生以上 　　　〃 　　　　〃

美濃加茂市中央図
書館

「ありますか？好きだといえ
る一冊が…」（展示）

図書館利用者から心に残る本、
大好きな登場人物など本に関す
るコメントを募集し、そのコメントと
本を展示

10月28日（火）～11
月25日（火） 不問 不要 0574-25-7316

　　　　　〃 おはなしランド 読み聞かせなど
毎週土曜日13:30～
14:00 　　　〃 　　　〃 　　　　〃

　　　　　〃
図書館講座「こども　ことば
おはなし」

冨田信子さんを講師に迎え、読
み聞かせに関する講座を行う

11月22日（土）13:30
～15:30 一般 　　　〃 　　　　〃



可児市立図書館 紙芝居のはじまりはじまり
右手和子さんによる紙芝居実演
と実技指導

11月29日（土）10:30
～11:20 不問 不要 0574-62-5120

　　　　　〃
図書館展示「手作り絵本大
賞受賞作品」展

可児市主催の手作り絵本大賞の
受賞作品を展示

11月26日（水）～12
月7日（日） 　　　　〃 　　　〃 　　　　〃

多治見市立図書館 おはなしの会 絵本の読み聞かせ、手遊びなど
11月1日（土）、2日
（日）14:00～14:30

幼児～小学校
低学年 不要 0572-22-1047

中津川市立図書館
劇車銀河鉄道　”布川あつ
きさんのおはなし会”

今月はおさむらいさんのお話しを
紙芝居や絵本で読んでくれます 11月16日（日） 不問 不要 0573-66-1308

土岐市図書館 ブックトーク ボランティアによる読みきかせ
11月8日、22日（土）
14:00～14:30

幼児、児童、保
護者 不要 0572-55-1253

　　　　　〃 ブックスタート

ブックスタートの意義の説明と袋
入絵本の配布。ボランティアによ
る読み聞かせ

11月11日、25日
（火）13:15～13:45

保健センターで
の４ヶ月健診
児とその保護 　　　　〃 　　　　〃

蛭川村済美図書館 図書館まつり

葉脈標本のしおりづくり　おはなし
会　スタンプ集め　小・中学生読
書感想文コンクール　廃棄雑誌
無料コーナー

11月13日（木）～11
月15日（土） 不問 不要

0573-45-2211
（内線310）

丹生川村立図書館
「いちごくらぶ」読み聞かせ
の会

ボランティアによる絵本の読み聞
かせ

１１月１５日（土）
13:30～15:00 0577-78-1111

笠松中央公民館図
書室 おはなしかい 絵本・紙芝居等の読み聞かせ 11月8日、22日（土） 乳幼児 不要 058-388-3231

上石津町中央公民
館 おはなし会 絵本・紙芝居等の読み聞かせ

11月8日（土）10:30
～11:00、22日（土）
13:30～14:00

保育園児およ
び小学生 不要 0584-45-3118

　　　　　〃 クラフト教室 木の実を使った工作
11月15日（土）13:30
～14:30 　　　　　　〃 申込が必要 　　　　〃

板取村憩いの家生
涯学習センター図 講演会

乳幼児期の母親の在り方、育て
方（講師：服部友美先生） 11月19日（水）

乳幼児母親学
級 申込が必要 0575-57-2810

上之保図書室

2003生涯学習フェスタ文化
講演会「ムツゴロウ、大いに
語る」

北海道動物王国で有名なムツゴ
ロウさんこと畑正憲氏の講演会 11月9日（日）

子どもから大
人まで 不要 0575-47-2209

高鷲村図書館 としょかんおはなし会

キツネや動物のおはなし　「ちび
ゴリラちびちび」（大型絵本）　「と
もだちや」他読みかたり 11月8日（土）

3才～小学校
低学年 不要 0575-72-5076



　　　　　〃 わいわいライブラリー

ドライフラワーアレンジメント（材
料費300円）　大人も子どもも楽し
める簡単なアレンジメント 11月22日（土）

保育園児～大
人 　　　〃 　　　　〃

タウンホールとみか
図書室 ダンボの日 読み聞かせと簡単な工作

11月22日（土）10:00
～

保育園児から
小学校低学年 不要 0574-54-2112

川辺町教育委員会
(川辺町児童館) 読みきかせの日

ボランティアによる絵本の読みき
かせ

毎週第４土曜日
13:30～ 小学生 不要

0574-53-4451
（川辺町児童館）

　　　　　〃（子育て
支援センター） にこにこタイム 絵本の読みきかせ

毎週火曜日10:00～
（月2～3回） 乳幼児 不要

0574-53-4388
（子育て支援セ
ンター）

　　　　　〃（川辺西
小学校）

読みきかせボランティアぐり
とぐら　10周年記念講演会

ぐりとぐらによる絵本の読みきか
せ　宮川ひろ先生の講演会とサ
イン会（会場　川辺西小学校）

11月30日（日）9:20
～12:00 不問

0574-53-2918
（矢嶋）、53-5213
（酒向）

美濃白川楽集館 読み聞かせ会 絵本、紙芝居、手あそびなど

11月1日（土）10:00
～10:30　3日（月・
祝）14:00～14:30 児童 不要 0574-74-1022

　　　　　〃 秋の木の葉でしおりづくり
落ち葉をつかってしおりを作ろ
う！

11月2日（日）、3日
（月・祝）10:00～
15:00 児童 　　　　〃 　　　　〃

明智町公民館図書
室 読みきかせの会 絵本の読みきかせ

11月1日、15日（土）
13:15～14:15

乳幼児～小学
校低学年 不要

0573-54-4214
（公民館）0573-
54-3030（教育委
員会）

上矢作中央公民館
図書室 図書館フェアー

子ども対象に図書室で各種教室
を行う（未定）

11月下旬（日にち
未定）

保育園児～小
学生 申込が必要

下呂町民図書室 お話し会 絵本の読み聞かせ 11月22日（土）
幼児～小学校
低学年 不要

　　　　　〃 すみれっ子クラブ
一連の行事の中でお母さんによ
る絵本の読み聞かせ

毎月開催（日にち
未定） 0～3才児 　　　　〃

飛騨位山文化交流
館図書室 おはなしひろば 本の読み聞かせ

11月29日（土）10:00
～11:00 幼児～小学生 不要 0577-53-0035

上宝村公民館図書
室 おはなしおばさん

絵本の読み聞かせ　つくってあそ
ぼう！　体をつかって遊ぼう！

毎週第３土曜日
14:00～

保育園年長～
小学校低学年 不要 0578-6-2164


