リリース
平成 30 年（2018 年）5 月 11 日

『子どもの力

図書館のためのブックフェア』2018

約 10,000 冊図書展示

全国４５会場で開催

株式会社図書館流通センター（本社：東京都文京区，代表取締役：石井昭）は、今年も全国４５ヶ所で
児童図書展示会「子どもの力

図書館のためのブックフェア 2018」を開催します。本展示会は、公共・学校図

書館の図書館司書や選書担当者向けに、実際に本を確認して選書できる場として毎年開催しています。会場内
では「TRC 学校図書館のためのブックカタログ 2018」に掲載されている図書約 10,000 冊を手にとって選書で
きます。
「英語教育」や「年鑑」
「話題の本」等の特集展示や、図書館現場で役立つセミナー、各種商材がござい
ます。また TRC の学校図書館支援ツール『TOOLi-S』を各会場にご用意しました。学習件名や教科書単元機能
を用いて、図書館に必要な本を会場内で検索し確認していただくことが可能です。なお、秋にも一般書を中心
とした「図書館のためのブックフェア 2018」を全国約 10 会場で開催予定です。

TRC 子どもの力 図書館のためのブックフェア 2018 特徴
 「TRC 学校図書館のためのブックカタログ 2018」掲載図書 約 10,000 冊をご用意
 全国４５の会場で開催 ＴＲＣ本社（東京・文京）、新座ブックナリー（埼玉・新座）、中部支社（愛知・名
古屋）、関西支社（大阪・吹田）でも開催

 開催期間は 5/7（月）～8/21(火)の３か月 全国各地で開催
 図書館現場で役立つセミナー開催 本の修理講習、調べ学習のワークショップ、手作りＰＯＰの作り方など
 TRC の学校図書館支援ツール『TOOLi-S』にて、調べたい言葉や事柄をキーワードに展示見本の検索が可能

株式会社図書館流通センター

＜お問い合わせ先＞
広報部 尾園清香

TEL：03-3943-7015

リリース
TRC 子どもの力 図書館のためのブックフェア 2018 開催場所と日程
札幌市
八戸市
水戸市
前橋市
飯能市
さいたま市
新座市
三郷市
東松山市
成田市
袖ケ浦市
八王子市
墨田区
あきる野市
多摩市
立川市
文京区
豊島区
横浜市
大和市
川崎市
富山市
金沢市
甲府市
高山市
富士市
浜松市
一宮市
豊田市
名古屋市
尾張旭市
松阪市
吹田市
堺市
明石市
神戸市
東広島市
山口市
今治市
福岡市
宗像市
佐賀市
伊万里市
熊本市
平戸市

5/10（木）5/11（金）
5/16（水）5/17（木）
6/13（水）6/14（木）
5/28（月） 5/29（火）
6/1（金）
5/15（火）～5/17（木）
5/21（月）～5/22（火）
5/30（水）5/31（木）
6/5（火）6/6（水）
5/30（水） 5/31（木）
5/8（火）
5/10（木）5/11（金）
5/7（月）～5/11（金）
5/24（木） 5/25（金）
5/21（月） 5/22（火）
6/12（火） 6/13（水）
7/25（水）～7/27（金）
6/26（火）～6/30（土）
5/30（水）～ 6/1（金）
5/16（水） 5/17（木）
6/12（火） 6/13（水）
5/11（金） 5/12（土）
5/23（水）～5/25（金）
5/15（火）～5/17（木）
5/9（水）5/10（木）
5/7（月） 5/8（火）
8/20（月） 8/21（火）
5/8（火） 5/9（水）
6/12（火）～6/14（木）
7/17（火）～7/31（火）
5/24（木）5/25（金）
5/23（水） 5/24（木）
7/30（月）～8/2（木）
6/7（木） 6/8（金）
6/18（月） 6/19（火）
6/28（木）6/29（金）
6/14（木）6/15（金）
5/29（火） 5/30（水）
5/17（木）5/18（金）
7/24（火）～8/3（金）
7/25（水） 7/26（木）
5/22（火）5/23（水）
6/14（木） 6/15（金）
8/2（木） 8/3（金）
6/5（火）6/6（水）

札幌総合卸センター 103 号＋105 号
八戸市福祉公民館 大会議室+小会議室（倉庫用）
茨城県総合福祉会館 1 階ギャラリー
前橋プラザ元気 21 にぎわいホール
富士見公民館 集会室＋第一会議室
大宮ソニックシティ 第 2・第 3・第 4 展示場
図書館流通センター 新座ブックナリーA 棟 4 階 会議室
三郷市立瑞沼市民センター 体育館
東松山市民文化センター 大会議室
公津の杜コミュニティーセンター 多目的ホール
昭和小学校 体育館
八王子市学園都市センター 第１第２ギャラリーホール
すみだ産業会館 サンライズ C ホール
あきる野ルピア ルピアホール
パルテノン多摩 市民ギャラリー
たましん RISURU ホール（立川市市民会館）展示室
図書館流通センター 本社地下ホール 1～3
東京芸術劇場 展示ギャラリ－1（5 階）
日石横浜ビル 日石ホール
大和市文化創造拠点シリウス サブホール
てくのかわさき てくのホール＋第 3 研修室
ファボーレ富山 ファボーレホール
金沢市教育プラザ富樫 1 号館 121・122 研修室
かいてらす 3 階大ホール
高山市民文化会館 高山市公民館 施設３－１１
富士市交流センター 2 階多目的ホール
浜北市浜北文化センター 大会議室
アイプラザ一宮 小ホール／第 1・第 2 会議室
豊田産業文化センター 多目的ホール
図書館流通センター中部支社 1F、2F（※土日休）
スカイワードあさひ 5 階 くすのきホール
松阪市産業振興センター 研修ホール
図書館流通センター関西支社 イベントホール
堺市教育文化センター ソフィア堺大ギャラリー
明石商工会議所 大ホール
兵庫県中央労働センター 大ホール
東広島商工会議所会館 多目的ホール
山口市民会館 小ホール
テクスポート今治 2 階 中ホール
南近代ビル 2F 会場（※土日休）
宗像ユリックス本館 1 階展示室（ギャラリー）
佐賀市文化会館 イベントホール
伊万里市民図書館 ホール＋小部屋
フードパル熊本熊本市食品交流会館 多目的ホール
平戸市役所田平町民センター

※会場や日程の変更など最新の情報については、TRC の HP にてご確認ください
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