
  

☺「福岡市子どもと本の日」通信 No.１４１         平成２８年１２月２３日 

 

❀ 毎月２３日は「福岡市 子どもと本の日」です ❀  

 ～ みんなで子どもの読書活動を推進しましょう ～ 

                             

                                       

  「第 1２回 福岡市子ども読書フォーラム」の報告です 

           

    南区高宮のアミカスを会場に，１２月３日（土），今年で 

12回目となる標記のフォーラムを開催しました。このフォー 

ラムは各方面で読書活動に携わる市内８つの団体の皆さん方に 

よる企画・運営により実施しています。 

今年は天候にも恵まれ，当日は延べ 2,967名の来場者をお迎 

えしました。どの団体の部屋やブースからも，子どもと大人， 

双方の笑顔や歓声が見聞きされました。以下，当日の様子を各 

団体毎に紹介いたします。  

 

♪ 福岡市中学校図書館教育研究会（「おいでよ！中学校のわくわく図書館） 

   箱崎，博多，福岡，長丘，野間の各               

中学校，約 50名の生徒たちが「読み聞 

かせや紙しばい」「ブックカバー作り， 

しおり作り」「絵本くじや季節の展示」 

などでがんばりました。 

   ブックカバーやしおり等の工作では， 

中学生のやさしい指導の下できあがった 

作品を，子どもたちはうれしそうに持っ 

て帰っていました。 

                      ブックカバー作り（左）・しおり作り（右）の様子 

                                 

 

 

 

 

 

 

         紙しばい（左）・ 読み聞かせ（中）・クリスマスツリー作り（右）の様子 

   フォーラムの開始前，生徒たちは熱心に読み聞かせの練習を行っていました。本番では， 

  その成果が見事に発揮されていました。 

 



♪ 福岡市立高等学校図書館教育研究会（「高校図書館ってどんなとこ？」） 

  市立高等学校では「わくわく編」と「おはなし編」の企画別に２部屋で行われました。 

「おはなし編」では，博多工業高校図書委員による「音楽劇」と「読み聞かせ」，福岡女子高校

による「おはなしメドレー：歌～手遊び～エプロン人形劇～ダンス～パネルシアター～歌～紙芝

居～歌」が披露されました。音楽劇の演目は「うさぎとかめ」。脚本・振り付け・衣装のすべて

が生徒たちの手によるもので，大いに会場を沸かせてくれました。また，「おはなしメドレー」

を行った生徒たちは，将来，保育士を目指している生徒も多いだけあって，見ごたえ（聞きごた

え）のあるみごとな発表でした。 

                                                               

 

 

 

 

 

         左から「音楽劇」「エプロン人形劇」「パネルシアター」「読み聞かせ」の様子 

 「わくわく編」では博多工業高校による，かわいい「オリジナル絵本づくり」，福翔高校・西陵

高校・福岡女子高校による「ふゆのこうさく」，福翔高校と福岡女子高校による「ふゆのおはな

し会」に加え，市立高校４校のそれぞれの「学校紹介や図書委員会活動の紹介」，さらに「ＹＡ

ブックセレクト 100」の展示が行われました。 

                            

 

 

 

 

 

 

        左から「オリジナル絵本づくり」「ふゆのこうさく」「ＹＡブックセレクトの展示」 

 

♪ 福岡市立小学校図書館教育研究委員会 

（「小学校図書館においでよ！」） 

  市内５校（南片江小学校，香住丘小学校，和白東小学校，鶴田小 

 学校）の読書月間や読書週間中の取り組みが展示で紹介されました。 

                         

                

 

 

 

 

    左から読書クイズ（南片江小）・ペープサート（香住丘小）・本の紹介（南片江小）いずれも 

    各学校の児童による作品 



♪ 福岡おはなしの会（「図書館のおはなし会がやってきた！」） 

図書館でおはなし会をしている皆                 

さんが，「小さい子のおはなし会」 

「大きい子のおはなし会」「わらべ 

うたであそぼう」を実演されました。 

「おはなし会」では表情豊かに語られ 

るおはなしに，子どもたちはしっかり 

耳を傾けていました。詩の語りもあり， 

語りによる詩の魅力も味わえました。 

「わらべうたであそぼう」では親子で 

楽しく興じる姿が見られました。    「大きい子のおはなし会」  「わらべうたであそぼう」 

  

♪ 福岡市学校図書館 よみきかせボランティアネットワーク（「お茶でほっとな交流を♪」 

～おうちや学校で読みたい絵本や本を囲んで～） 

「温かい飲み物を楽しみながら交流を」と，コーヒーやお茶が振る舞われるコーナーが設けら

れました。さらに自宅や学校で読みたい絵本や本も美しく展示され，展示の本を読み聞かせする

親子の姿や，お茶を飲みながら絵本談義に話を咲かせる参加者のなごやかな姿が見られました。 

                        

 

                       

 

 

 

 

 

  展示コーナーの本を手に取る来場者   読書コーナー（左テーブル）と交流コーナー（右テーブル）  

 

♪ ブックスタートボランティア （「あかちゃんおはなし会」）        

  和室では，各区のブックスタートボラン                                     

ティアの皆さんによる，「あかちゃんおは 

 なし会」が行われました。また，会場には 

「お薦め絵本と絵本ふれあいタイムの紹介」 

の展示もありました。 

おはなしが始まると，幼児の中には，思 

わず絵本の方に駆け寄ったり，はなし手の 

語りに合わせて動きまわりだす子たちもい 

ました。「わらべうた」や「てあそび」も 

披露され，会場は楽しそうな親子の笑顔で 

あふれていました。             絵本に駆け寄る幼児  絵本ふれあいタイムの紹介                       

 



♪ 福岡市総合図書館・各分館（「図書館を楽しもう！」） 

福岡市総合図書館・各分館では「おとうさんによるおはなし会」，「なりきり図書館員」， 

「読み聞かせ」の他，「図書館員が選んだ 100冊の絵本の展示」や「図書館紹介」のパネル展示  

などがありました。 

                          「おとうさんによるおはなし会」では

市立図書館の男性職員の皆さんが読み

手を務めました。ぐりとぐらに扮装し

た読み手が登場すると，会場からは歓

声があがりました。 

      

 おとうさんによるよみきかせの様子  

 

「なりきり図書館員」では                             

エプロン姿もきまった男児 

が，てきぱきと処理を行う 

姿に，本職の図書館員も顔 

負けでした。 

                なりきり図書館員の様子      100冊の絵本の展示の一部 

 

♪ 福岡県書店商業組合  

４階ホールの前では福岡県書店商業組合による，このフォー 

ラムで紹介された絵本などの展示・販売が行われました。また， 

「シールラリー」の景品を提供いただくなど，今年もたいへん 

ご協力いただきました。                

                                   展示・販売の様子 

 

                     ＊ 来場者の方の声（アンケートから）＊                              

                 ・こうさくが楽しかった。来年もいきたい。（10歳以下） 

・本の魅力を伝える機会があまりなかったので，とても 

                  楽しかった。（10歳代） 

・子どもの年齢に合わせたおすすめの絵本を知ることが  

                   できて良かったです。（20歳代） 

・子どもにとって本が好きになるきっかけになると思い 

ました。また開催して欲しいです。（30歳代） 

・中高生が読み語りする姿にとても感激した。（40歳代） 

・幅広い年代で楽しんでいる皆さんの姿が，たいへん 

すてきでした。（50歳代） 

                   ・子どもから大人まで楽しめる内容だった。（60歳代） 

                   ・男の方の絵本読み，いいなあと思いました。（70歳代） 

                                                                

♪ スタンバードが今年も会場         

に駆けつけてくれました。      

姿を見るやいなや抱きつく 

子どもたちがたくさんいま 

した。              



 

□ 福岡アジア美術館・福岡市総合図書館からのお知らせ（１2 月～１月） 

 

 福岡アジア美術館  「アジアの絵本と紙芝居の読み聞かせ」  

  ♪１２月後半から１月の日程は次のとおりです。 

  （１２ 月）２５日（日）             

  （ １ 月 ）８日 (日)，１０日（火），２２日（日），２４日（火） 

 （時  間）１１：３０～１２：００， 

１３：００～１３：３０（1日２回） 

  （会  場）７階「キッズコーナー」（事前の申し込みは不要） 

  

＊福岡アジア美術館は 12 月 26 日から 1 月 1 日まで休館になります。         

 

福岡市総合図書館  「おはなし会」   

  ♪１２月後半から１月の日程です。 

  （１２月）２４日（土），２５日（日） 

  （ １ 月）７日（土），８日（日），１４日（土），１５日（日） 

      ２１日（土），２２日（日：開館 20周年記念おはなし会 ☞ 下の案内をご覧下さい） 

２８日（土），２９日（日） 

  ♪時間と場所  （1月 22日を除く開催時間と会場は次のとおりです。）                     

   土曜日 14:30～（幼児向け） 日曜日 14:30～（幼児向け）15:15～（幼児～小学生向け）    

場所：「こども図書館 おはなしの家」です。     

       

         開館２０周年記念 おはなし会 のご案内 

 ① こぐまちゃんおはなし会（０，１，２歳向け）☞ 会場は３階です。 

   11:00～11:20 ３階 託児室，  11:30～11:50 ３階 第２会議室 

 ② おはなし会（幼児～小学生向け）☞ 会場はいつもの「おはなしの家」です。 

   13:00～13:30， 13:45～14:15， 14:30～15:00， 15:15～15:45 

 

     ♪こども図書館 １月の展示テーマは「やってみよう つくってみよう」です。 

     ＊福岡市総合図書館は 12 月 28 日から 1 月４日まで休館になります。 

      

 

     

 



 

□ 図  書  館  歳  時  記 （ １月 ）       ＊今月にゆかりの作家の                    

本を読んでみては？ 

    今回は生年・没年のリストのみです。 

    ♪ １月生まれの主な文学関係者  
     １月 ４日 Ｊ・グリム (1785)      １月１８日 A.A.ミルン（1882) 

      １月 ５日 夏目 漱石 (1867)           （クマのプーさん） 

      １月１２日  村上 春樹 (1949)    １月１９日 森 鴎外   (1862) 

１月１４日 三島由紀夫 (1925)   １月２２日 椋鳩 十  (1905) 

１月１４日 ﾋｭｰ･ﾛﾌﾃｨﾝｸﾞ(1886)   １月２５日 北原 白秋 (1885) 

                  （ドリトル先生)         １月２５日 斎藤 隆介 (1917) 

♪ １月に亡くなった主な文学関係者  
             １月１１日 山本 有三 (1974)      １月１２日 ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨ (1976) 

             １月１１日 真壁  仁 (1984) 

 

                              

□ 図 書 館 員 の ひ み つ の本棚 《No.１２８》 

  

    福岡市総合図書館の読書相談員 重村さやかさんが毎回すてきな本を紹介してくださる 

コーナー。今回は来年の干支にちなんだものを選んでいただいたようです。 

                                                                                                                                            

    ☆ 今月の「図書館員のひみつの本棚」        

      『おとなしいめんどり』 ポール・ガルドン／作 

   谷川 俊太郎／訳 童話館 1994 年 1,404 円 

         ☞ 添付ファイルをご覧ください。     

 

       ♫ あとがきにかえて ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

         「第 12回福岡市子ども読書フォーラム」は関係団体の皆様のおかげで，盛況のうちに終了 

することができました。運営にご協力をいただいた皆様，ご来場いただいた皆様に，心から

感謝いたします。さて，年の瀬も近づいてまいりました。年末・年始，子どもたちがゲーム

やスマホにばかり集中するのではなく，読書にいそしむ姿が見られることを願うものです。

どなた様におかれましても，来る年がすばらしいものでありますように。 

     

   編集・発行： 福岡市教育委員会 教育支援部生涯学習課 

   電   話： ０９２－７１１－４６５５  ＦＡＸ： ０９２－７３３－５５３８ 

  

    


