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場所 ： プリオ ５階 プリオホール
2014年 11月2日（日）、3日（月・祝）　10:00～17:00

プリオ 地下１階豊川堂プリオ豊川店＆

in 豊川
とよかわ

日時 ：
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2日
(日 )

3日
(月・祝)

※ワークショップのご予約＆お問い合わせは…豊川堂プリオ豊川店 （☎0533-89-3318） まで

ポップアップ！
クリスマスカードをつくろう！ 　おもちゃづくり

本っていいじゃん サイエンス版 !

時間：11:00 ～12:00
場所：プリオ ５階 
　　　プリオホール
講師：北川敏明先生
協力：偕成社

時間：14:30 ～ 16:00
場所：プリオ ５階 プリオホール
講師：大日本図書・りかたまクラブ
協力：大日本図書
参加費無料・予約不要

時間：13:00 ～ 14:00
場所：プリオ ５階 プリオホール
講師：荻原淳先生
協力：あかね書房
定員：15 組
参加費無料

和田恭侑先生とペーパークラフトで

時　間：11:00～ 12:00
場　所：プリオ 5階プリオホール
講　師：和田恭侑先生
協　力：injan
定　員：15組
材料費500円

平田昌広先生
　　　＆平田景先生による
夫婦よみ絵本ライブ

ミニチュアクラフト＆
　　どんぐり笛をつくろう！

どんぐりで、

どんぐりでかわいい小物と楽器が
つくれちゃうよ。秋にぴったりの
教室です。お気に入りのどんぐり
がある人はぜひ持って来てね。

定員：15組
持ち物：ハサミ、色鉛筆、
　　　   プリットのり
参加費無料

「開いてびっくり！」。クリスマスの贈り物にピッタリな、
みんな喜ぶかわいいポップアップカードを作ります。

人間の錯覚を利用した不思議な世界「トリックアート」を自分の手
で作ってみよう！今回は、一番人気の「エイムズの部屋」を作ります。

うら面も

お知らせいっぱい

みてね！

リスやマツボックリなど秋を
モチーフにしたアイテムが、
風で動くかわいいモビールを
作ります。

時間：13:00 ～ 14:00
　　　15:30 ～ 16:30
場所：プリオ ５階 プリオホール
協力：朔北社
参加費無料・予約不要

メオト
●和田恭侑先生プロフィール

生活科や理科の学習に出てくるも
のづくりや実験を楽しもう！理科
の教科書でおなじみ大日本図書に
よる、毎年大盛り上がりのケミカ
ルでコミカルなサイエンスショー
です。

リスとマツボックリの
　モビールをつくろう！

ふしぎなトリックアートの世界
“エイムズの部屋”をつくろう！

第 6 回　子どもの本の展示会

シール 

シール 

シール 

シール シール 

シール 

作品集「紙の箱と器」
好評発売中！

1982 年生まれ。
大阪府出身、
千葉県在住。
2008 年神戸芸術
工科大学大学院卒業。紙の造
形の美しさ、素材としてのお
もしろさを目指して作品を制
作。デザイン制作、販売、ワー
クショップなどの活動を行う。
http://www.injan.net/

●平田昌広先生・平田景先生プロフィール
夫婦絵本作家として、『だんごうおです。』（徳
間書店）、『おかん』（大日本図書）、『ぽんこつ
ドライブ』（小学館）など作品多数。それぞれ
単独でほかの作家との共作も手がける。また、
ふたりで「メオトよみ」と称して、全国で絵
本ライブを行っている。神奈川県三浦市在住。
http://office-make.com

ふたりのかけあいで絵本を読んだり、語りにあわせてその場で
絵を描き、ストーリーを展開するなど、ライブ感あふれる演出。
クイズや歌なども取りいれた「読み聞かせ」のイメージをひっく
り返しちゃう絵本ライブは、子どもからおとなまで楽しめること
まちがいなし！終演後にサイン会の予定もあります。

ワークショップやゲームに

おはなし会など楽しいイベントが

いっぱい！絵本や読み物などおすすめの

児童書をたくさん揃えて皆さんのご来場

をお待ちしております！

本っ
ていいじゃ

ん！

時間：14:00 ～ 15:00
場所：プリオ ５階 プリオホール
講師：野田道也先生
協力：農山漁村文化協会
定員：15 組
参加費無料

シール 

新しい知識との出会い

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

要予
約

要予約

要予約

要予
約

6第 回

後援 ： 豊川市
平成 26 年度豊川市
やる気満々商店街等
補助事業



主催 プリオ豊川店

協賛 トーハン名古屋支店

あかね書房　朝日新聞出版　岩崎書店　偕成社　小峰書店　朔北社　

小学館 少年写真新聞社　大日本図書　辰巳出版

汐文社　童心社　農山漁村文化協会 

PHP 研究所　福音館書店　

文溪堂　ほるぷ出版  ポプラ社　

※催事場は
プリオ 5階です

５

400南大
通

〒体育館消防署南

プリオⅡ 体育館前

諏訪公園

市役所

第 1
立体駐車場

第２立体駐車場

至国府 至豊川稲荷

名鉄豊川線

諏訪２

諏訪町

プリオ

姫街道

N

アクセス
・プリオ
豊川市諏訪 3丁目133
TEL 0533-89-3000
FAX 0533-89-3033

・名鉄「諏訪町駅」より徒歩 5分
・駐車場のご利用
豊川市諏訪第 1公共駐車場（598 台）
豊川市諏訪第 2公共駐車場（340 台）

本の豊川堂プリオ豊川店
豊川市諏訪 3丁目133プリオ地下 1階
TEL 0533-89-3318
FAX  0533-89-3398

お
問
い
合
わ
せ

（プリオでお買い物で３時間無料）

（展示会場プリオ５階）

11 12 13 14 15 16 17

おはなし会

10時

地下1階 本の豊川堂
　  豊川市中央図書館
ボランティアのおはなし会

創作絵本
の

おはなし会

　紙しばい
　　＆
　パネル
　　シアター

本っていいじゃん
サイエンス版おもちゃづくり

ポップアップ
クリスマスカードを

つくろう

トリックアート
エイムズの部屋を
つくろう！

おはなし会

平田昌弘先生
　　　　　＆平田景先生
　　　夫婦よみ絵本ライブ

５階
プリオホール

どんぐりで
ミニチュアクラフト＆
どんぐり笛をつくろう！

ペーパークラフトで
リスとマツボックリの
モビールをつくろう！

おはなし会 おはなし会おはなし会

豊川市中央図書館ボランティアさんによるおはなし会

★★★地下1階の豊川堂プリオ豊川店では、11/1,2,3 の3日間 文具全品 30％OFF SALE 開催中！★★★

わいわいたのしい！
ゲーム＆アトラクション

トリックアートを
つくろう！

図鑑NEOクイズ

君の妖怪はどんな色？
「妖怪ウォッチ」
　　　　ぬりえコーナー

みんなで踊ろう！
「てまえみそのうた」

ペーパークラフトでつくろう
どうぶつっぱな

豊川市中央図書館で活躍する図書館ボランティア
の皆さんによる よみきかせです。

11/２,３両日開催
場所：プリオ５階 プリオホール (LaQ のみ地下１階エスカレーター横特設会場 )
予約不要

みんなあつまれ！おはなし会 予約不要・参加費無料
名作や人気のおはなしを紙しばいや絵本、パネルシアターでたのしもう！何のおはなしかは当日のおたのしみだよ。

協力：あかね書房
妖怪探検ツアー

おみそ、みそ、みそ、てまえみそ♪聞けば聞くほどクセに
なるメロディーでじわじわ人気上昇中の「てまえみそのう
た」。ワークショップ開始前などに予告なしに行います。
ゆるゆるダンスみんなで踊りましょ～！
参加費：無料

知育ブロックLaＱ
無料体験コーナー

イベントやクイズに参加してシールを集めよう！シール4枚ごとにすてきな景品をもらえるよ！
景品は地下1階の豊川堂のお店でもらってね◎

スタッフチェック

12枚 16枚 20枚

大人気のブロックLAQ の平面モデルを作れる体験
コーナー。シートに合わせて作った作品1つをプレ
ゼントしちゃいます！さらに1000 円以上のお買上げ
で非売品キットプレゼント！
参加費：無料

協力：ヨシリツ

協力：農山漁村文化協会
からかさおばけ、きじむなー、人面犬。
会場のあちこちに隠れている妖怪を見つ
け出そう！
参加費：無料

協力：偕成社
人気絵本「100 かいだてのいえ」を
みんなで作っちゃおう。みんなの住
みたいお部屋、遊びに行きたいお部
屋を描いてください。会場のかべに
ドーンと建設中！
参加費：無料

協力：あかね書房

いろいろなトリックアートが作れます。
難しそう？いえいえ簡単にあの不思議
な世界が作れちゃうんです。
参加費：無料

みんなでつくろう！
　100かいだてのいえ

協力：小学館

ゾウにブタにビーバー、セイウチ！？あの
動物のかわいいお鼻がペーパークラフト
で作れちゃう。完成したら、自分のお鼻
につけてみて☆

場所：地下１階エスカレーター横特設会場

協力：小学館

4枚 8枚
集めてもらおう！
シールラリー

新城市で活躍する手づくり絵本の会「おむすびころりん」
による、オリジナル絵本のよみきかせ。
イベント開催中は、手づくり絵本の展示もあります。

時間：10:30 ～ 11:00
「創作絵本」のおはなし会

プリオ5階
プリオホール 

プリオ5階
プリオホール 

2日
(日 )

紙しばいとパネルシアターであそぼう！
紙しばいと参加型のパネルシアターでおはなしをたのしもう！
「かくれんぼ」、「くまのがっこう」などワクワクするパネルシアター
がいっぱい。あの大人気紙しばいもやります！おたのしみに♪

時間：14:00 ～ 14:30
2日
(日 )

材料費：100 円　協力：injan人気・売れ筋ともにNo.1の図鑑、「小
学館の図鑑 ＮＥＯシリーズ」。図鑑を
使って、自然や動物に関するクイズ
を解いてみよう。クイズ感覚で読ん
でみると、図鑑のことがもっと好き
になるよ！
参加費：無料

ジバニャンやウィスパーを好きな色に
ぬっちゃおう。君の好きなキャラク
ターやオリジナル妖怪も描いてみて
ね。妖怪の本を集めたコーナーもあ
るよ！
参加費：無料

3日
(月・祝)

プリオ地下１階
豊川堂  児童書コーナー  

2日
(日 ) よんでよんでの会

シール 14:00 ～14:30
2日
( 日 )

おはなしのとびら
シール 10:30 ～11:00

3日
(月・祝)

かみしばい会
シール 11:15 ～11:45

おやこおはなしの会
シール 13:30 ～14:00

おはなしポケット
シール 14:30 ～15:00

シール 

シール 

シール 

チャレンジ！
アトラクション
ちいさな子でも遊べるゲームがいろいろ。
みんなでわいわい遊ぼう！

1ゲーム1回  50 円

シール

シール

シール 

シール

シール

シール

タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル 3日

(月・祝)

2日
(日 )

！
シール 

シール 

人気のむしとり絵本新刊発売記念。みんなの
知ってる なつのむし と ふゆのむし が会場内
に隠れているよ！10 匹見つけて大好評” むし
消しゴム” をゲットしちゃおう！
参加費：無料 シール 

協力：ほるぷ出版

「100かいだてのいえ」
作・いわいとしお

「大接近！妖怪図鑑」
作・軽部武宏

「てまえみそのうた」
作・小倉ヒラク＆コージーズ

新刊「ふゆのむしとり？！」（上）
「むしとりにいこうよ！」（下）
作・はたこうしろう

みーっけ！
虫むし探検隊in本っていいじゃん！

平田昌弘先生
　　　　　＆平田景先生
　　　夫婦よみ絵本ライブ

※一部 SALE 対象外商品ございます。

５階
プリオホール

シール シール 


