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読書の秋、芸術の秋を　　図書館で！

★駐車場は有料です（1時間100円）。認証を受け取ると1時間無料になります。
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●路面電車／東山行き「県庁通り」下車 徒歩5分

●バス（いずれのバスとも「県庁前」下車すぐ）
　● 岡電バス／ 岡電高屋 行き

　● 宇野バス／ 四御神、長岡・駅前、瀬戸駅、八日市、片上 行き

　● 両備バス／ 東山・西大寺、旭川荘、操南台団地 行き

　● 岡山市中心部循環バス めぐりん／益野線

駐車場が混雑します。できる限り公共交通機関をご利用ください。
〒700-0823   岡山市北区丸の内 2-6-30

TEL:086-224-1286
FAX:086-224-1208

E-mail:libnet@libnet.pref.okayama.jp
http://www.libnet.pref.okayama.jp

火～金曜日 9:00-19:00

土・日・祝日 10:00-18:00

※休館日／月曜日 祝日・休日にあたる
場合はその翌日

開
館
時
間

1.  「要申込」のイベントへのご参加には事前申し込みが必要です。 ホームページまたはチラシをご覧ください。

2.  次のイベントについては、抽選結果をハガキで10月20日頃にお送りします。

 ●ライブラリーファミリーコンサート　●体験講座「わくわくワークショップ教室」　●メディア工房イベント「フォト豆本を作ろう」　●メディア工房体験

3. 次のイベントについては、申込先着順になります。

 ●おかやま教育の日スペシャル講座「秀吉がやってくるー備中高松城水攻め前の「戦い」ー」　●赤ちゃんおはなし会スペシャル　●子育て応援セミナー  子育てを楽しもう！２０20

要申込
応募多数の
場合は抽選

10/31土
18:30～19:30（開場 18:05～）

ライブラリー
ファミリーコンサート
岡山フィルハーモニック管弦楽団による弦楽四重奏

10/31土  ▶ 11/8日

岡山県立としょかんクイズ
..........................................................................................................

10/31土 11/1日 11/7土 11/8日 

15:00～15:20 10:40～11:00 15:00～15:20 10:40～11:00
 15:00～15:20  15:00～15:20
図書館フェスタ

おはなし会スペシャル
..........................................................................................................

11/3火㊗  13:30～14:30

子育て応援セミナー

子育てを楽しもう！2020
..........................................................................................................

11/4水  11:00～11:30

図書館フェスタ

赤ちゃんおはなし会スペシャル

10/31土  13:30～14:30

メディア工房体験
.....................................................................................................

11/1日  13:30～15：00 （受付 13:00～）

おかやま教育の日スペシャル講座

「秀吉がやってくる
　　　ー備中高松城水攻め前の「戦い」ー」
.....................................................................................................

11/5木 14:00～16:00

メディア工房イベント 「フォト豆本を作ろう」
.....................................................................................................

11/6金 14:00～（開場 13:30～）

11/7土 14:00～（開場 13:30～）

ライブラリーシアター特別篇
.....................................................................................................

11/7土 13:00～16:00

誰かに読んでほしい
「おすすめ本」の交換市　ブックトレード
.....................................................................................................

11/8日  13:30～15：30

体験講座

 「わくわくワークショップ教室」

親子・子ども向け

どなたでも

展　示

10/31土  ▶11/15日

みんなのオススメ本
10/31土 ▶ 12/20日

図書館を楽しもう！

入室時
申込

要申込
先着順

先着順

要申込
先着順

要申込
先着順

要申込
応募多数の
場合は抽選

要申込
応募多数の
場合は抽選

要申込
応募多数の
場合は抽選
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1.  「要申込」のイベントへのご参加には事前申し込みが必要です。 ホームページまたはチラシをご覧ください。

2.  次のイベントについては、抽選結果をハガキで10月20日頃にお送りします。

 ●ライブラリーファミリーコンサート　●体験講座「わくわくワークショップ教室」　●メディア工房イベント「フォト豆本を作ろう」　●メディア工房体験

3. 次のイベントについては、申込先着順になります。

 ●おかやま教育の日スペシャル講座「秀吉がやってくるー備中高松城水攻め前の「戦い」ー」　●赤ちゃんおはなし会スペシャル　●子育て応援セミナー  子育てを楽しもう！２０20

要申込
応募多数の
場合は抽選

10/31土

ライブラリーファミリーコンサート

会場／２階　多目的ホール

対象／一般

定員／50名

内容／岡山フィルハーモニック管弦楽団による弦楽四重奏

募集期間／10月7日（水）まで

18:30～19:30

（開場 18:05～）

10/31土  ▶11/15日　展示 みんなのオススメ本
会場／1階　エントランス　　対象／どなたでも
内容／オススメ本を募集・掲示（当館司書のオススメ本も併せて展示）

【事前募集】9月1日（火）～10月2日（金）

【会場募集】10月31日（土）～11月15日（日）

.............................................................................................................................

10/31土 ▶ 12/20日　展示 図書館を楽しもう！
会場／1階　西側廊下
内容／岡山県内各自治体の図書館をPRパネルで紹介

10/31土  13:30～14：30

メディア工房体験
会場／ 2階　メディア工房　　対象／どなたでも
定員／ 5組（1組1～3人）
内容／ メディア工房体験数種類のうち参加者選択式でおこなう
募集期間／10月7日（水）まで
..........................................................................................................

10/31土  ▶ 11/8日

岡山県立としょかんクイズ
受付場所／1階　児童カウンター前
対象／どなたでも
内容／ 館内でクイズに答えてもらい、
 全問正解者にカンバッジをプレゼント
..........................................................................................................

10/31土 11/1日 11/7土 11/8日 

15:00～15:20 10:40～11:00 15:00～15:20 10:40～11:00
 15:00～15:20  15:00～15:20
図書館フェスタ

おはなし会スペシャル
会場／ 1階　おはなしのへや
対象／ 乳幼児・児童
内容／ 絵本の読み聞かせ・ストーリーテリング
..........................................................................................................

11/1日  13:30～15：00 （受付 13:00～）

おかやま教育の日
スペシャル講座　   「秀吉がやってくる
　　　　　　    ー備中高松城水攻め前の「戦い」ー」
会場／ 2階　多目的ホール
対象／一般
定員／40名
講師／ 横山　定 氏（岡山県立博物館総括参事）
内容／ 備中高松城水攻めをテーマにした講演
..........................................................................................................

11/3火㊗  13:30～14:30

子育て応援セミナー

子育てを楽しもう！2020
会場／2階　多目的ホール　　定員／20組
対象／乳幼児から小学生までの子育てをされている方と子ども
講師／ボランティアコーラスグループ　ピュア・イースト
内容／子育てを楽しく行うための参加型ワークショップ
.....................................................................................................

11/4水  11:00～11:30

図書館フェスタ

赤ちゃんおはなし会スペシャル
会場／ 1階　おはなしのへや
対象／ おおむね6か月～2歳未満の子どもとその保護者
定員／ 先着10組
内容／ 絵本の読み聞かせや、わらべうた、ふれあい遊び
募集期間／10月28日（水）～

入室時
申込

要申込
先着順

要申込
先着順

要申込
先着順

要申込
応募多数の
場合は抽選 11/5木  14:00～16:00

メディア工房イベント 「フォト豆本を作ろう」
会場／ 2階　メディア工房
対象／どなたでも
定員／ 5組（1組1～2人）
内容／ 参加者持参の画像を使用した豆本作り
募集期間／10月7日（水）まで
備考／ 参加を希望される方は、使用したい写真データ（14枚程度）

を持参してください。
......................................................................................................

ライブラリーシアター特別篇
11/6金 14:00～ 上映作品「NORIN TEN」
  （開場 13:30～）

11/7土 14:00～ 上映作品「しまじろうのわお！
  （開場 13:30～）

  おやこのポカポカ傑作選」
会場／ 2階  デジタル情報シアター 
対象／ どなたでも　 定員／41名
......................................................................................................

11/7土  13:00～16:00  

誰かに読んでほしい
「おすすめ本」の交換市　ブックトレード
会場／ 1階　エントランスホール
対象／ どなたでも
内容／ おすすめ本を持ち寄り、次の読み手にメッセージを添え

て交換（10月6日(火)から本とメッセージを受付）
備考／1人5冊以内
.....................................................................................................

11/8日  13:30～15:30

体験講座 「わくわくワークショップ教室」
会場／ 2階　多目的ホール　　対象／小学生　　定員／30名
講師／ 島村　利明 氏
内容／ オリジナルマイバッグ作り
募集期間／10月7日（水）まで

先着順

要申込
応募多数の
場合は抽選

要申込
応募多数の
場合は抽選

展　示


