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読書スタンプラリーイベント『Read and Walk』開催！ 

 

秋といえば食欲の秋と『読書の秋』です！ 

図書館では秋学期より、読書スタンプラリーイベント『Read and Walk』を開催します。 

この機会に 1 日の生活の中に“読書時間”を取り入れて、図書館を楽しんでみませんか？ 

３つの課題にトライしてポイントを集めて、副賞獲得を目指そう！ 

 

【チャレンジ内容】 

1. Read ― 目指せ 50 冊！読書エクササイズ 

スタンプシートを受け取り、本を借りて、読んで、読んだ分の読書ポイントを GET！ 

2. Walk ― 館内を歩いてみよう！図書館にあるいろいろな分類の本 

館内をくまなく歩いて、いつもお馴染みの分野の本だけではなく、各分野(0 類～9 類)の本とベストセラー本 

を 1 冊ずつ、合計 11 冊の本を読んでみましょう！ 

3. “わたしのおすすめ本”を POP で紹介しよう！ 

  10 月・11 月に読んだ本の中で、皆にすすめたいと思った本を POP で紹介してください。（POP 用 

台紙はスタンプシート配布時にお渡しします。） 

なお、日本語に加え他言語でも作成したらポイントが UP！この機会に、他言語での紹介にチャレンジして 

みてください。 

皆さんが作った POP は 12 月 1 日から図書館で本と一緒に展示し、期間中、来館者による投票を行う予定 

です。 

 

【申込方法】 

こちらのフォームよりエントリーをしてください。[9 月 25 日(土)まで、期日厳守] 

https://forms.gle/18mqTpR6TmcKPWBz7 

 

【スケジュール】 

イベント応募期間 ： 8 月 1 日(日)～9 月 25 日(土) 

読書チャレンジ期間： 10 月 1 日(金)～12 月 25 日(土) 

POP 提出期限   ： 11 月 30 日(火)までに提出[期日厳守] 

POP 投票期間     ： 12 月 1 日(水)～12 月 25 日(土) 

スタンプシート提出： 12 月 25 日(土)までに提出 

 

【表彰について】 

3 つのチャレンジの総合得点による表彰の他、チャレンジ項目別の表彰も予定しています。 

☆イベントに関する追加情報は、参加者に順次メールで配信します。 

 

<イベントに関する問い合わせ先> 付属図書館 閲覧スタッフ宛 e-mail: kufslib@kufs.ac.jp 

 

 

付属図書館 
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“Read and Walk” challenge! 

 

We are holding a reading challenge starting this Fall semester in the library. 

It may be a good opportunity for you to adopt some reading habit in your daily routine! 

Earn points by these 3 challenges and get reward! 

 

3 Challenges:  

1. READ challenge 

Earn points by number of books you check out from the library & read in the event period. (stamp 

sheet) 

 

2. WALK challenge 

Try reading books you don’t usually read! Earn points by checking out & read books in different 

“Classification”. Try completing all the NDC (or DDC) numbers (0~9)! 

 

3. POP display (shelf talker) contest 

Introduce your favorite read (which you’ve read during the period) to everyone by creating POP (shelf 

talker)! (material will be given with the stamp sheet in the beginning of the challenge). Extra points 

for those who made them in your non-native language!  

All the POPs will be displayed with the books at the library in December and will be voted by library 

visitors.How to apply:  

Fill in the form below to make an entry! (by 25th September 2021) 

https://forms.gle/18mqTpR6TmcKPWBz7 

 

Schedule: 

Entry period: 1st August 2021 ~ 25th September 2021 

Event period: 1st October 2021 ~ 25th December 2021 

POP submission: by 30th November 2021 

POP voting: 1st December 2021 ~ 25th December 2021 

Stamp sheet submission: by 25st December 2021 

 

Challengers who marked high score will be awarded!  

Additional information regarding the challenge will be announced through WebCampus. 

Inquiries: kufslib@kufs.ac.jp                                                                  Library 
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