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上位を占めたものを、シリーズ作品は1作品までとした集計
シリーズ作品はタイトルの横に [シリーズ作品]として標記してあります。
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『書を捨てて 旅に出よう !!』 は 夏休み

中のパワーァップ研修て中央図書館を訪れた

出水商業高校の発生に作成していただきまし

た I

出水市立図書館で ,ま、「YA図書館クラブJを結成 します。

クラブの活 Ju内容

Oビ ブリオバ トル (本 の紹介ゲーム)

〇 作家の体験談を聴 く。

O公 立図書館で資料の選葛

O図 書館を使つて調べもの。

○ 資料 と利用者を結びつけるいろいろな図書館活動の体験。

○ その他、クラブ員で話し合つて決めたこと。

活重力日
'寺

: 9月 21日  (日 ) 11月 16日  (日 ) 1月 18日  (日 ) 3月 15日  (日 )

14:00‐ 16:00
を予定 しています。

会場  :中央図書館研修室

対象 :高校生

参加料 :無料

中込方法 :電話若 しくは下記図書館にお申込み下さい

電話  :中央図書館  63-2105
高尾野図書館 82-5452
野日図書館   84-3100
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YAと は、ヤングアグル ト (YOung Aと 山)を省略した呼び

方で丸

わが国では主に中学 高校生を指すことが多く、ALA(ア
メリカ図書館協会)のヤングアグル ト図書館サービス協会

●AISの では、YAを 12～ 18歳 と定義しています。

(日 本図書館協会発行『図書館ハンドブック第 6版』より
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