
 

 
～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 
大野城市内では、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 

 

市など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をしている方 

 
★登録要件★ 
以下の(1)(2)のいずれかに該当する方 
 
(1)市、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 

まどかフェスティバルな
どの様々なイベントを通
じて、子どもたちに本の楽
しさを伝えています。 
一緒に子どもたちが喜ぶ
イベントをつくりません
か？ご登録をお待ちして
います！ 

コミュニティ
文化課 
☎580-1996 

 
 

 
 
ブックスタート 

 
 

市内在住の生後 4ヵ月から 1
歳 3ヵ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） 
 まどかぴあ（月２回） 
 れいわ子ども情報センター（月５回） 
 ※土曜・日曜日にも開催日を設けています。 
       
【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講した方 
 
※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。 

※ブックスタート講習は、上記活動場所にて随時
開催しますので、事前にご連絡ください。 

地域の読み聞かせボラン
ティアが、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･若者 

政策課 

☎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、
幼児～小学生を対象としたお
はなし会を実施しています。
図書館でのおはなし会の他、
市内の小学校や学童保育所、
福祉施設でも活動していま
す。 

【活 動 日】 
図書館のおはなし会 

（幼児向け）          第 1・3・4・5土曜日 
（小学生向け）        第 2・4土曜日 
その他のおはなし会  依頼のあった日 
定 例 会            第 1火曜日 

【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 

☎586-4010 

おひざでだっこ 

まどかぴあ館内で、わらべう
たを交えた赤ちゃん向けのお
はなし会を実施しています。 

【活 動 日】 
おはなし会 

（0歳児向け）     第 1・3・5火曜日 
（１・2歳児向け）   第 2・4火曜日 
（０・１・２歳児向け）第３土曜日 
定 例 会           第 2火曜日 

【参加条件】  赤ちゃんと絵本が好きな方 

赤ちゃんと保護者にわら
べうたや読み聞かせの楽
しいひと時を届ける活動
です。未経験の方でも大歓
迎です！見学もできます。 

布の絵本 
製作の会 
「ちくちく」 

図書館で貸出をする布の絵本
やエプロンシアターを製作し
ています。 
※布の絵本…赤ちゃんでも楽し

める柔らかい布でできた絵本で

す。ボタン留めなどのしかけもあ

り、指先の訓練にも活用できま

す。 

【活 動 日】  毎月第 3木曜日 
【参加条件】  手芸経験のある方 

年齢や職歴、ボランティア
経験は問いません。手芸が
お好きな方なら、どなたで
も大歓迎です！お気軽に
図書館へお問合せくださ
い。 

ブックトーク 
ボランティア 
「本のとびら」 

まどかぴあ図書館を拠点に活
動しています。小中学校など
依頼先でのブックトークの実
演を実施します。 

【活 動 日】  依頼のあった日 
定 例 会    毎月第３木曜日 

【参加条件】  ブックトークの経験がある方 

令和 2 年度ブックトーク
講座修了生により発足し
た、新しいボランティア団
体です。詳しくは、お気軽
にお問合せください。 

読書ボランティアに興味がある方 

 
あなたも 

読書ボランティア活動を 

始めてみませんか？ 

 

大野城市 PR キャラクター 大野ジョー 



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 

地 域 貸 出 文 庫 

うしくび文庫 

牛頸公民館での図書の貸出

し、季節の行事を行っていま

す。 

【活 動 日】 

毎週土曜日 13：30～15：00 

 七夕会、クリスマス会 

子どもに本を届ける活動を一緒

にしてくださる方！お待ちして

います。 

牛頸公民館 

☎596-3513 

若草文庫 
本の貸し出しを中心に区の活

動にも参加しています。 

【活動日】 

毎週土曜日 13：30～15：30 

本の楽しさを子どもたちと共有

しながら文庫役員一同頑張って

います。 

若草公民館 

☎596-0065 

ひらの文庫 

平野台公民館で読み聞かせや

工作（折り紙、手作りおもち

ゃ）季節の行事を行っていま

す。 

【活動日】 

毎週土曜日 13：30～15：30 

※平日も文庫は開放しています 

季節の行事（7月七夕、９月お月見、 

１月七草粥） 

無理のない範囲で活動していま

す。気軽に参加してみて下さい！ 

平野台公民館 

☎596-3539 

月の浦文庫 

月の浦公民館で本の貸出、季

節の行事（読み聞かせ、工作

等）を楽しく行っています。 

【活動日】 

毎週土曜日 10：00～12：00 

季節の行事（７月七夕会、１１月ハロウ 

ィーン、１２月クリスマス会、２月カル 

タ会） 

少人数ですが、楽しく活動してい

ます。一緒に活動してみません

か。 

月の浦公民館 

☎595-7147 

南ヶ丘１区文庫 

南ヶ丘公民館で本の整理・子

どもの居場所づくり、地域の

老若男女の方々対象に読み聞

かせ、工作、折り紙などを行

っています。 

 

【活動日】 

第２・４土曜日 10：00～12：00 

 

少人数で和気あいあいと活動し

ています。本の好きな方、たくさ

ん本に触れてみませんか。地域の

方々や子どもたちと一緒に楽し

く過ごしてみませんか。 

南ヶ丘 1区 

公民館 

☎596-3108 

南ヶ丘２区文庫 

南ヶ丘２区公民館内学習室で

本の補充・整理を行っていま

す。 

【活動日】 

公民館が開いている時間 

9：00～17：00 

※ただし学習室の利用がない時に限りま 

 す 

 

幼児から高齢者まで楽しめる本

をそろえています。無理のない活

動です。地域の皆さんにお好きな

本をおすすめしてみませんか。一

緒に活動して下さる方を募集し

ています。 

南ヶ丘 2区 

公民館 

☎596-3501 

上大利文庫 

上大利公民館文庫の部屋で本

の貸出し、季節の行事を行っ

ています。 

【活動日】 

毎週土曜日 10：30～12：30 

定例会、七夕まつり、定例の行事の日 

子どもたちに“本の扉をひらくお

手伝い“いっしょに楽しくしませ

んか？ 

上大利公民館 

☎596-4686 

上大利集会所 

文庫 

上大利集会所文庫の部屋で本

の貸出しを行っています。 

【活動日】 

毎週土曜日 10：30～12：00 

子どもから大人まで楽しめる本

をそろえています。リクエストも

受け付けています。お友達をお誘

いあわせの上、気軽に参加してみ

てください。 

★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。 

※お住まいの地区での活動となります。 



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 

下大利文庫 
下大利公民館で季節の行事、

読み聞かせを行っています。 

【活 動 日】 

毎週水曜日 15：30～17：00 

季節の行事（７月七夕まつり、１２月 

クリスマス会）など 

和気あいあいと活動しています。

貸出のお手伝いをしてくださる

方を募集しています。 

下大利公民館 

☎571-6367 

東大利文庫 

東大利公民館で本の貸出し・

本の購入のリクエストを受け

付けています。七夕まつりの

飾り作りも毎年楽しくしてい

ます。 

【活 動 日】 

毎週金曜日 15：00～17：00 

 

 

東大利公民館 

☎591-8943 

下大利団地 
貸出文庫 

下大利団地公民館の 1Ｆ学習

室で、本の貸出・文庫開放や

季節の行事等を行っていま

す。 

【活 動 日】 

毎週水曜日 15：30～17：00 

その他季節の行事（七夕まつり、おひな

祭り） 

少人数なので、どなたでも参加し

やすいと思います。一緒に楽しく

お手伝いをしてくださる方をお

待ちしています。お気軽に声をか

けてください。 

下大利団地 

公民館 

☎573-8440 

白木原 

地域貸出文庫 

「ぶんぶん」 

白木原公民館ホールで、月３

回の読み聞かせを行っていま

す。 

【活 動 日】 

第１～３水曜日 11：00～12：00 

季節の行事も行っています。お手

伝いをしてくださる方を大募集

しています。お友達をお誘い合わ

せの上、どうぞ来てください。 

白木原公民館 

☎571-4403 

瓦田文庫 

瓦田公民館で七夕会、お月見

会、クリスマス会を行ってい

ます。 

【活 動 日】 

毎週金曜日 16：00～17：00 

文庫の整理、その他行事への参加 

 

瓦田公民館 

☎571-4453 

釜蓋地域文庫 
釜蓋公民館で読み聞かせ、季

節の行事を行っています。 

【活 動 日】 

季節の行事（７月七夕まつり、１２月 

クリスマス）など 

子どもたちに読書の楽しさを広

げていきましょう。 

釜蓋公民館 

☎503-0022 

中文庫 
中公民館で図書の貸出、季節

の行事の際に読み聞かせを行

っています。 

【活 動 日】 

 第１～４土曜日 13：00～15：00 

 季節の行事（七夕飾り、クリスマス小物

作り、おひなさま作り） 

少人数ですが、楽しく活動してい

ます。図書貸出、季節の行事等、

一緒に活動しませんか？ 

中公民館 

☎504-0258 



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 

乙金東文庫 
乙金東公民館で本の貸出のほ

か、季節のイベントを行って

います。 

【活 動 日】 

 毎週土曜日 13：30～15：00 

 本の貸出（幼児向け、小学生向け） 

毎週３名で貸出を担当していま

す。文庫室まで遊びに来てくださ

い。 

乙金東公民館 

☎503-8812 

大池文庫 

大池公民館文庫室で読み聞か

せ、おり紙、工作等を行って

います。 

【活動日】 

月・第１～３土曜日 10：00～12：00 

 その他季節の行事（７月子どもキャンプ、 

１２月クリスマス会、夏休みお話会・ 

工作教室）など 

子ども会の皆さんと当番を組ん

で本の貸出をしています。幼児向

けの本を少しずつ増やしていま

す。 

大池公民館 

☎504-1386 

上筒井貸出文庫 
上筒井公民館で読み聞かせ、

季節の行事を行っています。 

【活動日】 

毎週土曜日 13：３0～15：３0 

その他季節の行事（7月七夕まつり、 

１２月クリスマス会）など 

少人数ですが、和気あいあいと活

動しています。一緒に読み聞かせ

してみませんか？ 

上筒井公民館 

☎571-4116 

下筒井 
地域貸出文庫 
「図書室レインボー」 

・下筒井公民館で本の貸出 

・季節の行事および各種サロ

ン等での読み聞かせ 

・「レインボー通信」の回覧・ 

公民館 HP への掲載（年２

回） 

【活動日】 

日曜日（第３をのぞく） 

10：00～11：00 

季節の行事（７月灯ろうづくり、１２月

絵馬づくり）など 

まずは、新しくなった広くて明る

い文庫のへやをのぞいてくださ

い。 

下筒井公民館 

☎571-4115 

雑餉隈町 
地域貸出文庫 

雑餉隈町公民館で読み聞か

せ、季節の行事を行っていま

す。 

【活動日】 

毎週土曜日 10：00～11：00 

その他季節の行事（新 1年生歓迎会、 

七夕、かるた大会）など 

「本の力は素晴らしいもの」と伝

え活動しています。男、女を問わ

ずご一緒に貸出し等に参加され

ませんか。 

雑餉隈町 

公民館 

☎591-6074 

畑詰区貸出文庫 

畑詰公民館で本の貸出や子育

てサロンでの読み聞かせを行

っています。 

【活動日】 

不 定 

※令和 4年 7月～令和 5年 1月の間は 

公民館改修工事のため利用不可（予定） 

子育てサロン「はたづめっ子」で

読み聞かせしてみませんか。 

畑詰公民館 

☎571-0460 

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 

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 登 録 団 体 

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。 

【活動日及び場所】 
《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。詳しくはお問い
合わせ下さい。 

《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) 
☎572-5529 



小 中 学 校 

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、校内放送でのおは

なしの時間を実施していま

す。 

【活 動 日】 

月 1回（月曜日） 朝の読み聞かせ 

月 1回（木曜日） おはなしの時間 

学期ごとに 1回程度 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。子どもたちと一緒に心温ま

る時間を過ごしてみませんか。 

大野小学校 

☎581-1027 

大野北小学校 
読書ボランティア 

1校時の最初に、各学級で読

み聞かせを行っています。 

【活 動 日】 

月曜日 8：25～8：40 

 各学期中に各学級を 1～2回担当 

読み手の個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。お父さんやおばあちゃん、

地域の方も活躍中です。 

大野北小学校 

☎581-1501 

大野南小 
読み聞かせの会 
「おはなしぽけっと」 

①大野南小学校（各学級、特

別支援学級）での本の読み

聞かせ 

②昼休みのおはなし会 

【活 動 日】 

①８：３０～８：４５ 

1学期：各学年 1回 

2・3学期：各学年 2 回 

 ②１３：４０～１４：００ 

   各学期年１回ずつ 

   回数は行事等により変更あり 

保護者と OB で楽しく活動して

います。興味のある方は見学もで

きますのでお気軽にお問合せく

ださい。皆様の参加をお待ちして

おります。 

大野南小学校 

☎596-1223 

大野東小学校 
読み聞かせの会 

大野東小学校で 

①各学級での本の読み聞かせ 

②お昼休みのおはなし会 

を行っています。 

【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 

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 

☎503-7160 

大利小 
おはなしクラブ 

朝の活動の中で、各教室にて

読み聞かせを行っています。 

【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 

活動後の報告会では、子どもたち

の様子や本に関する情報などを

たくさん聞くことができます。見

学もできますのでお気軽にお問

い合わせください。 

大利小学校 

☎596-3092 

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

行っています。 

【活 動 日】 

第 1火曜日 8：30～8：45 

※行事等により変更あり 

保護者と地域の方が一緒に活動

してくださっています。読み聞か

せ後の、本の紹介や情報交換をす

る時間も楽しいですよ。初めての

方もお気軽にお問い合わせくだ

さい。 

平野小学校 

☎596-5711 

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

行っています。 

 

【活 動 日】 

第 2木曜日 8：30～8：45 

 

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 

☎501-8722 

月の浦小学校 
読み聞かせ 
ボランティア 

①学級での読み聞かせ 

②昼休みのおはなし会 

（年２回程度） 

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 

 ②年 2回（7月・12月） 

 ③学期に 3回程度 

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

ます。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。 

月の浦小学校 

☎595-6776 

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

本の読み聞かせを行っていま

す。 

【活 動 日】 

月 2～4回 14：20～14：30 

【参加条件】 

大城小学校児童の保護者又は地域、OBの

方 

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 

☎503-6332 



 

●主な読み聞かせ講座 

〇読み聞かせ初心者の方 

 

〇読み聞かせ経験者の方 

 

●その他 
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講座名 内容 対象者 問い合わせ先 

読み聞かせ 

ボランティア 

入門講座 

 

読み聞かせの技術や選書の仕方を、実習を交えて学

んでいただく講座です。 
（１）未経験者 

（２）地域貸出文庫 

（３）読書ボランティア（ブックスタートボランティアを

含む） 

（４）学校読書ボランティア（市内各学校で活動する読書

ボランティア） 

（５）まどかぴあ図書館ボランティア 

（６）ボランティアには登録・所属されていない読み聞か

せ経験者 

 

上記（２）～（６）中で、未経験者や読み聞かせを始め

ておおむね 3年以内の方 

 

※大野城市で活動している方、活動予定の方を優先しま 

 す 

まどかぴあ 

図書館 

☎586-4010 

講座名 内容 対象者 問い合わせ先 

読書 

ボランティア 

講座 

 

市内で活動する読書ボランティアの知識・技術向上

を図ること、また、読書ボランティア同士の情報交

換や意見交流を行い、各団体のボランティア活動の

充実に繋げています。 （１）地域貸出文庫 

（２）読書ボランティア（ブックスタートボランティア含

む） 

（３）学校読書ボランティア（市内各学校で活動する読書

ボランティア） 

（４）まどかぴあ図書館ボランティア 

（５）学校図書司書 

（６）ボランティアには登録・所属されていない読み聞か

せ経験者 

コミュニティ 

文化課 

580-1996 

活動名 内容 対象者 問い合わせ先 

語りの勉強会 

 

語り(ストーリーテリング) の発表と意見交換を年 

3回程度行っています。語りの勉強を深めたい方や 

活動中の方はぜひご参加ください。未経験の方の見 

学も受け付けています。 

 

※「語り」とは昔話や創作などの物語を覚え、本を

見ずに、聞き手に“語って聞かせる”ことです。 

 

語りに興味のある方 

まどかぴあ 

図書館 

☎586-4010 

＊新型コロナウィルス感染症の感染状況等により、活動内容が変更

となる場合があります 

 


