
テープカット

の様子。中央

は、イラストレ

ーターのペド

ロ山下さん。

みつとも保育

園の子どもた

ちによるマー

チングとお祝

いの歌。

移動図書館の巡回場所や

運行スケジュールは

図書館ホームページをご覧ください

（http://www.library.yame.fukuoka.jp/）

期間中は、蔵書点検、図書館のシステム更新、

一部書架の並び替えなどを行いました。

この作業に伴い、数ヶ所の書架で配置が変わっ

ています。初めのうちはご不便をおかけするか

もしれませんが、より利用しやすい図書館にな

っていると思いますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。

車体には、干支をモチーフにしたかわいらしい

キャラクターが描かれています。

デザインは八女市出身のイラストレーター

ペドロ山下さんによるものです。

なかよし文庫

さんのおはな

し会も行われ、

楽しいお披露

目式となりま

した♪

八女市立図書館では『ゆめみらい号』『走るゆめ

のブックランド号』に次ぐ 3 台目の移動図書館

車で、八女・立花地区を中心に運行します。

愛称は『ほんの森ぶっくるん』。

たくさんの応募の中から“市民のみなさんに愛着

を持っていただき、子どもたちに「今日はぶっく

るんが来る！」と親しく呼んでもらえる名前に”

と選ばれました。

6月中旬から運行を始め、すでにたくさんの方に

ご利用いただき、大変喜ばれています。

蔵書点検とは…

図書館で所蔵している資料（図書・雑誌・視聴

覚資料など）が正しい場所に収まっているか、

行方不明のものがないかを点検する作業です。

八女市立図書館では毎年 1 回この作業を行っ

ています。蔵書点検の結果は、館内掲示や広報

でもお知らせしています。

★8/7（火） 図書館体験講座

公募による小中学生を対象にした講座です。

はじめに館長より図書館の役割について説明

を行い、その後「かたやま POP工房」さんの

講座を受けて本の POP づくりを体験しまし

た。どの作品も力作に仕上がったようです。

講座で作った作品は、読書週間のイベントの

なか（10/27～11/11）で掲示されました。

★8/11（土） 大人向け映写会

子どもを対象に行うことが多い 16 ミリフィ

ルムの上映会ですが、今年は大人を対象に「筑

紫の磐井（アニメ）」「背負子日記」「愛し い

としの花子さん」の 3作品を上映しました。

夏休み恒例の自由研究お助け隊＆

なつやすみスタンプラリーも好評でした

2018/7/21（土）～2019/3/31（日）

八女市立図書館の本館と分館、全部で 6館を

めぐって、シールを集めよう！シールを全部

集めるとプレゼントがもらえるよ！！

※台紙は各館のカウンターでもらえます

20時より、夜のこわいおはなし会を行いまし

た。閉館後の図書館といういつもと違った雰

囲気の中、「八女おはなしおはなし」さんによ

ってしっとりと語られる怖いおはなしに、

大人も子どもも聞き入りました。

講師 平田満明先生による科学あそび教室も、３回目

となりました。今回は『空気砲』を使った実験にチ

ャレンジ！ダンボールに穴をあけた手づくり空気砲

で、風船を飛ばしてみたり、中に入れたスモークを

打ち出してみたり……！楽しい実験となりました。

蔵書点検の結果、４１点の資料が不明になって

いることがわかりました。図書館資料は、市民

のみなさまの大切な財産です。マナーを守っ

て、気持ちよく図書館を利用しましょう。

No.49 2018.11

※イベントの詳しい様子は HPでご覧になれます



小学生のころから だちと一 につくってい

ました。本 に作り始めたのは 年後。

初は、思い出しながら作ったため、一つ作

るのに 30 分ぐらいかかりました。 に

を て、今では とつ 3分 で作れる

ようになりました。

前は、 の 品を作って さんにプレ

ゼントして喜ばれたこともあります。

今は体 の い時に として

ち ちと を作っています。

を 工するのに力がいるので、

が えられます(^O^)

動日時 2 日

8 30～8 45（15分間）

動場所 八 小学

動内 の読みきかせ

年生・ 年生親子 動での読みきかせ

6月、7月に 4回「本の 理ボランティア 講座」をおこないました。

講座には 11名の方が されました。

1回目は、本の 理 を学ぶ前に知っておく き知 を学びました。 理が な を

知り、こわれる前の に すために正しい本のつくりとはどういうことなのか、また、本

の各部の名称など、 本 な知 を学びました。 気あいあいとした雰囲気でスタートした

講座 1回目でした。

2回目、3回目は前回の も えながらつ の を学びます。八女の 紙を使った 理

方 、 紙と 紙の内 にある“ し”と呼ばれる 紙部分のゆるみを 理する方 、

などなど… 理方 には、 した本の によっていろいろな を用いるものなんで

す。う～ん。 が い！！

そしていよいよ、 回。 4回目は 理 の応用 として“ 本ストラップ”を 作し

ました。2 ンチ 方ほどの小さな小さな本のストラップです。小さくても本 とつくりは

いっしょ。ち んと中をめくればページもあります。

さて、ぶじに 4回の講座も し、8月からボランティア 動がスタートし始めました。

受講された方の中から 8名が 理ボランティアとして 動を始められることとなり、月に 2

回の 動をされてあります。

分の 理した本が にきちんと並ぶと、わが子をおくりだしたような気持になるそうで

す。うれしいお です！！

これからの 動がますます楽しみです。

たけ を
いただ した

や した

さ

な !!大 9

98

八女に わる や方 を知ってもらおう

と、今回初めて したおはなし会。7

の方 が紙 や での語りなど、それ

れ あ れる語り方で八女の を披

露されました。

会場は 女 わ たくさんの方 でい

っ いになり、 わいのある八女 の

で やかな雰囲気となりました。

10月 21日（日）14 00～

八女文 会館 2 室にて

10月 28日（日）10時～16時

八女文 会館にて

ロウィン

フ トブースも

あったよ

から

たくさんの人で

に わいました

たち「やはたドリームブック」は、 の

読みきかせを中心に 動を行っております。

メン ーは、子育て中のお さんや地 の方

など様 です。

人数は ないですが“できるときにできること

を楽しく”と、わきあいあいと 動しています。

子どもたちが、 ったり いたりしながら

に聞いてくれるのが一 の楽しみです。

な いい

ス ラ プ

で した～

すごくいい

で す

動 ン ー
大 です

ご のある方は、八

小学 の図書 書まで

ご ください。

『 本だいすき 』の

おしらせ
平 31年 1月 5日（ ）～27日（日）

今年もたのしい しを 中です！

おたのしみに。

くわしくはチラシでおしらせします。

市民のみなさまからご いただいた本を

して、その収 を図書館資料の 入

など、読書 に役立てるこの 本市も、

おか さまで 13 回目を えることができ

ました。

本市を楽しみに、 から多くの方におこ

しいただき、たくさんの方で わいました。

本をご いただいたみなさま、また、

本市におこしいただいたみなさま、ご 力

ありがとうご いました。

今回の収 については、 ってご報 さ

せていただきます。


