
～子どもたちと本との出会いのために～ 

読書ボランティアへのおさそい 
市では、地域や学校などで「絵本の読み聞かせ」や「布の絵本製作」 

などの活動を行う、読書ボランティアが活躍しています。 
 

主な読書ボランティア活動 

 団体・活動名 活動内容 活動日・場所・条件など 団体からのコメント 問い合わせ先 

大

野

城

市 

大野城市読み聞かせ

ボランティア 

市等が実施する、読み聞かせボランティアを必

要とするイベントでの読み聞かせを行います。 

※イベントからの相談があった際に依頼をさせ

ていただきます。 

【参加条件】読み聞かせボランティア登録者 

登録要件：以下の(1)(2)のいずれかに該当する方 

(1)市、市教育委員会、まどかぴあ図書館等が実施する読み聞

かせ講習を修了している方 

(2)まどかぴあ図書館、市立小・中学校、地域貸出文庫等が実

施する読み聞かせ事業で、読み聞かせ経験がある方 

一緒に子どもたちが喜ぶイベ

ントをつくりませんか？ 

登録をお待ちしています。 
コミュニティ文化課 

092-580-1910 

ブックスタート 

市内在住の 4 ヶ月から 1 歳 3 ヶ月の赤ちゃんと

保護者に対して読み聞かせを行い、絵本 2 冊と

バッグをプレゼントしています。 

【活動場所】市内各コミュニティセンター(月 1 回ずつ) 

子ども情報センター(月 3 回)※2019 年 7 月から月 5 回 

【参加条件】読み聞かせボランティア登録をしている方で、ブッ

クスタートの講習を受けることができる方 

※読み聞かせボランティア登録については、「大野城市読み聞

かせボランティア」をご参照ください。 

地域の方が、地域の親子へ 1

組ずつ読み聞かせを行い、あ

たたかな雰囲気の中で活動し

ています。 

こども未来課 

092-580-1912 

ま

ど

か

ぴ

あ

図

書

館 

 

おはなしの会 

「わくわく」 

まどかぴあ図書館を拠点に活動中です。土曜日

の「おはなしのへや」での定例おはなし会や年

2 回のスペシャルおはなし会を実施します。 

【活動日】第 1・3・5 土曜日（幼児向け） 

第 2・4 土曜日（小学生向け） 

★第 1 火曜日に定例会あり。 

【参加条件】子どもと子どもの本が好きな方 

子どもにおはなしや本の楽し

さを届ける活動をしています。

興味のある方はお気軽にお問

合せください。 

まどかぴあ図書館 

☎092-586-4010 
おひざでだっこ 

まどかぴあ館内で、わらべうたを交えたおはな

し会を実施しています。 

【活 動 日】第 1・3・5 火曜日（0 歳児向け） 

第 2・4 火曜日（1・2 歳児向け） 

★第 2 火曜日に定例会あり。 

興味のある方はお気軽にお問

合せください。見学もできま

す。 

布の絵本製作の会 

「ちくちく」 

布絵本やエプロンシアター製作をしています。 

※布の絵本･･･赤ちゃんや障がいのある子どもで

も安心して触ることのできる、布などの柔らか

い素材で作られた絵本のこと。 

【活 動 日】第 3 木曜日又は第 4 火曜日 

【参加条件】手芸の経験のある方 

手作りで布の絵本やエプロン

シアターを製作しています。興

味のある方はお気軽にお問合

せください。 

地域貸出文庫 

市内各公民館・集会所（28 ヵ所）での文庫活動、

本の貸出や伝承行事を通した読書の普及を行っ

ています。 

【活動場所】市内各公民館・集会所（28 か所） 

※活動日等は、各公民館にお問い合わせ下さい。 

子どもたちに読書の楽しさを

広げていきましょう。 
各公民館 

 

＊このチラシは、平成 31年 3月時点の情報に基づき作成しています。 

読書ボランティア活動に興味があるという方、 

あなたも読書ボランティア活動を始めてみませんか？ 

 



おもちゃの図書館 

あいあい 

おもちゃや布の絵本等を通じて、楽しく安全に遊

び、共に育ちあう場の提供・製作活動を行ってい

ます。 

【活動日】 

開館日：第 2 火曜日 10：00～11：45（市子ども療育支援センター） 

第 4 水曜日 10：00～11：45（市総合福祉センター） 

※月により異なります。詳しくはお問合せ下さい。 

 製作日：第 2～4 火曜日 10：00～15：00（市総合福祉センター） 

子どもと遊んだり、布で絵本や

おもちゃを作ったりするボラ

ンティアです。 

いっしょに楽しく活動しませ

んか。 

おおのじょうボランティアセンター

（市社会福祉協議会内） 

☎092-572-5529 

小

学

校 

月の浦小学校 

読書ボランティア 

①各学級での本の読み聞かせ 

②昼休みのおはなし会 

③特別支援学級での読み聞かせ 

【活動日】①毎週火曜日 8：25～8：40 

※1～3 年生と 4～6 年生を隔週で 

      ②年 2 回（7 月・12 月） 

      ③学期に 3 回程度（火曜日 9：35～10：20） 

保護者と地域の方が活動され

ています。 

月の浦小学校 

☎092-595-6776 

大野小 

読み聞かせの会 

大野小学校（各学級・特別支援学級）での読み

聞かせ、おはなし会を実施しています。 

【活動日】月 1 回（月曜日）の読み聞かせ 

      年数回（金曜日）のおはなし会 

保護者・OB・地域の方の協力を

得ながら皆で楽しく活動して

います。 

大野小学校 

☎092-581-1027 

大野北小学校 

読書ボランティア 

朝の活動中に各教室にて読み聞かせを行いま

す。 

【活動日】月曜日 8：25～8：40 

      各学期中に各学年を 1 回又は 2 回ずつ担当 

個人の特性を活かした方法で

子どもたちと一緒に楽しんで

います。パパやおばあちゃん、

地域の方も活躍中です。 

大野北小学校 

☎092-581-1501 

平野小学校 

読書ボランティア 
各学級での本の読み聞かせを行います。 

【活動日】第 1 火曜日（8：30～8：45） 

※行事等により変更あり 

保護者の方だけでなく地域の

方も一緒に活動してくださっ

ていて、情報交換や交流の場に

もなっています。お気軽にご参

加ください。 

平野小学校 

☎092-596-5711 

大利小 

おはなしクラブ 

大利小学校における朝の読み聞かせを行いま

す。 

【活 動 日】年 18 回（月曜日）各学年・各学期に 1 回ずつ 

【参加条件】大利小児童の保護者又は地域の方 

少人数ですが、毎回反省会など

もしつつ和気あいあいと活動

しています。参加をお待ちして

います！ 

大利小学校 

☎092-596-3092 

下大利小学校 

読書ボランティア 
各学級での本の読み聞かせを行います。 

【活動日】第 2 木曜日（8：30～8：45） 

      ※行事等により変更あり 

アットホームな学校で子ども

たちも楽しみにしている時間

です。一緒に読み聞かせしてみ

ませんか？ 

下大利小学校 

☎092-501-8722 

大城小学校 

読み聞かせの会 

「にじいろの森」 

大城小学校の子どもたちへの本の読み聞かせを

実施しています。 

【活動日】月 2 回程度（10：30～10：45） 

【参加条件】子どもが好きな方 本が好きな方なら、 

どなたでも大歓迎です。 

絵本の世界を通じて、子どもた

ちのピュアな心を育てたい！

と活動しています。興味のある

方、一緒に読み聞かせをしませ

んか？ 

大城小学校 

☎092-503-6332 

大野東小学校 

読み聞かせの会 

大野東小学校にて 

①各学級での本の読み聞かせ 

②図書室“お昼休みのおはなし会” 

を実施しています。 

【活動日】①月 1 回（月曜日）8：25～8：45 

      ②月 1 回（火曜日）13：30～13：50 

【参加条件】大野東小学校児童の保護者又は地域の方、OB の方 

子どもたちに本の楽しさを伝

え、子どもの読書活動推進のた

めの活動をしています。 

大野東小学校 

☎092-503-7160 

 

このチラシについてのお問合せ 大野城市コミュニティ文化課 092-580-1910 


