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お父さんお母さんのための読み聞か
せ講座

4月15日11:00～11:30
岐阜県図書館おはなし
室

大人（保護者等）
家庭での読み聞かせの大切さについ
て、簡単な講習を行う

岐阜県図書館 058-275-5111

おはなし会 4月18日11:00～11:30
岐阜県図書館おはなし
室

幼児～小学校低
学年および保護
者

絵本の読み聞かせ、紙芝居等 岐阜県図書館 058-275-5111

お父さんお母さんのための読み聞か
せ講座

4月18日14:00～14:30
岐阜県図書館おはなし
室

大人（保護者等）
家庭での読み聞かせの大切さについ
て、簡単な講習を行う

岐阜県図書館 058-275-5111

おはなし会 4月22日11:00～11:30
岐阜県図書館おはなし
室

乳幼児および保
護者

絵本の読み聞かせ、紙芝居等 岐阜県図書館 058-275-5111

幼児読書講演会 4月23日13：30～15:00
岐阜県図書館多目的
ホール

大人（保護者等、
託児あり）

演題「絵本の楽しみ」 講師：正高素子
氏

岐阜県図書館 058-275-5111

幼児読書講演会 4月28日13:30～15:00
瑞浪市総合文化セン
ター講堂

大人（保護者等、
託児あり）

演題「絵本の楽しみ」 講師：正高素子
氏

岐阜県図書館 058-275-5111

おはなし会 5月2日11:00～11:30
岐阜県図書館おはなし
室

幼児～小学校低
学年および保護
者

絵本の読み聞かせ、紙芝居等 岐阜県図書館 058-275-5111

「２５さいをすぎた絵本－読みつがれ
ている絵本のリスト－」の配布

未定 大人（保護者等）
いつの時代の子どもたちも楽しむ絵本
のリストと読み聞かせについてのQ&A

岐阜県図書館 058-275-5111

みて、ひらいて、よんで！！ ４月２３日～５月１２日 本館 児童室 来館児童
書架や、掲示を使って、おすすめ本（絵
本含む）を紹介する

岐阜市立図書館本館
児童室

058-262-2924

おはなし会 こぐまくらぶ 2004/5/1 本館 児童室 就園児
エプロンシアター、パネルシアター、絵
本、紙芝居などのよみきかせ

岐阜市立図書館本館
児童室

058-262-2924

おはなし会 たからじま 2004/4/17 本館 児童室 小学校低学年
ストリーテリング、絵本、紙芝居などの
よみきかせ

岐阜市立図書館本館
児童室

058-262-2924

おはなし会 ひよこくらぶ 2004/5/12 本館 児童室 未就園児
手あそび、パネルシアター、絵本などに
よるよみきかせ

岐阜市立図書館本館
児童室

058-262-2924

おはなし会 2004/4/21 長森図書室 未就園児
手あそび、パネルシアター、絵本などに
よるよみきかせ

岐阜市立図書館長森
図書室

058-240-2702

おはなし会 2004/4/24 分館 児童
エプロンシアター、パネルシアター、絵
本、紙芝居などのよみきかせ

岐阜市立図書館分館 058-268-1061

おはなし会 2004/4/24 東部図書室 児童
エプロンシアター、パネルシアター、絵
本、紙芝居などのよみきかせ

岐阜市立図書館東部
図書室

058-241-2727

おはなし会 2004/5/1 西部図書室 児童
エプロンシアター、パネルシアター、絵
本、紙芝居などのよみきかせ

岐阜市立図書館西部
図書室

058-234-1633

おはなし会 2004/5/8 長良図書室 児童
エプロンシアター、パネルシアター、絵
本、紙芝居などのよみきかせ

岐阜市立図書館長良
図書室

058-233-8170

2003年に出版されたおすすめの本 ４月２１日～５月１６日 羽島市立図書館 幼児から中高生
絵本から中高生までの本の展示・貸出
を行う。

羽島市立図書館 058-392-2270

「子どもの日」シリーズ～ねがいのぼ
りと子どもの成長を願う絵本～

４月６日～５月１６日 羽島市立図書館 児童
ねがいのぼり・端午の節句の行事の由
来や絵本の紹介を行う。

羽島市立図書館 058-392-2270

県内公立図書館の「子ども読書の日」「こどもの読書週間」行事一覧（平成１６年）
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おはなしひろば ４月２４日、５月８日 羽島市立図書館 幼児
絵本の読み聞かせ・手遊び・腹話術等
を行う。

羽島市立図書館 058-392-2270

おすすめ子どもの本展
４月２４日（土）～５月２７
日（木）

各務原市立中央図書館
１階展示コーナー

児童
読みつがれて２５年を過ぎたおすすめ
絵本を展示し、リストを配布。

各務原市立中央図書
館

0583-83-1122

おはなしひろば ４月3,10,17,24日 山県市伊自良図書館 幼児～小学生 絵本、紙芝居のよみきかせ 山県市伊自良図書館 0581-36-3339

おはなしひろばスペシャル 4月25日午後1時30分より
しんせいほんの森読書
室

幼児から小学校
低学年

絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
大型紙芝居

しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

本を読んでシールを集めよう 4月23日～5月12日 しんせいほんの森 乳児～中学生
児童書1冊につき1枚シールを渡し、20
枚たまったら記念品贈呈

しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

この本だいすき
4月20日までに提出し、読
書週間中掲示

しんせいほんの森
幼児から小学校
低学年

好きな本についてどんな事でも絵に書く
しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

雑誌のリサイクル 4月23日～なくなるまで しんせいほんの森 入館者全員 除籍した雑誌をさしあげる
しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

本のリサイクル ５月１日～なくなるまで しんせいほんの森 入館者全員 除籍した本をさしあげる
しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

おりがみひろば 4月23日～5月12日 しんせいほんの森
幼児から小学校
低学年

おりがみや製作用具を提供し自由に遊
んでもらう

しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757

ほんの家新聞（図書館だより）の配
布

4月20～23日（中旬）
川島小学校、川島中学
校、かわしま幼稚園、他

児童、生徒、園
児とその親

ほんの家新聞を対象別に発行し配布
（おすすめ本の紹介等 読書推進の内

川島町ほんの家 0586-89-2811

小学校での読み聞かせ 4月23日 川島小学校（各教室） 1,2年生
ボランティア等による読み聞かせ（各ク
ラス１校時ずつ、読み聞かせの時間）

川島小学校
川島町ほんの家

0586-89-2500
0586-89-2811

小学校での読み聞かせ（放課後） 4月23日
川島小学校（音楽室ほ
か）

1～3年生
（希望者）

読み聞かせ（授業参観の時間を利用し
て）

川島小学校
川島町ほんの家

0586-89-2500
0586-89-2811

こどもの読書週間・神沢利子の児童
文学作品展

４月２３日～５月１２日 岐南町図書館１階
幼児から小学校
中学年

児童文学作家の神沢利子の作品やプ
ロフィールを紹介する。

岐南町図書館 058-247-7737

おはなしポケット 期間中毎日おはなし会
子ども読書の日ｽﾍﾟｼｬﾙ ブックトーク等

よみつがれているおすすめしたい本
100冊展

４月１７日～５月１６日 児童閲覧室 ０歳～小学生
おすすめする本や絵本等１００冊を展
示

大垣市立図書館 0584-78-2622

ちょっと大きなお話の会
４月１７日・１８日
４月２４日・２５日

児童閲覧室 幼児～小学生
毎週土日に行っている読み聞かせより
１話多い読み聞かせ。

大垣市立図書館 0584-78-2622

外国語で楽しむ絵本の読み聞かせ 5月3日 児童閲覧室 幼児～小学生
英語・中国語・ポルトガル語・日本語の
４ヶ国語による絵本の読み聞かせ

大垣市立図書館 0584-78-2622

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞ・ﾌﾞｯｸ・ﾏﾝｽ
（国際子どもの本の月）

3月26日(金)～5月上旬 海津町図書館 全利用者
国際アンデルセン賞受賞作家の本の展
示

海津町図書館 0584-53-1515

たのしいおはなし会 平成16年4月24日
平田町生涯学習セン
ター

幼児・児童
紙芝居・絵本の読み聞かせ、折り紙遊
び

平田町生涯学習セン
ター

0584-66-4900

手作り絵本を作ろう 4月24日 養老町図書館内 幼稚園・小学生
移動児童館の子供たちと図書館の来
館者と共に、簡単な手作り絵本を作ろう

養老町図書館 0584-33-0215

絵本の展示 ４月２３日～５月９日 〃 〃 「よい絵本」の展示 〃 〃
読みつがれているおすすめしたい絵
本展

4月中旬～5月中旬 タルイピアセンター図書館
タルイピアセンター図
書館

0584-23-3746

4月23日～5月12日 町立図書館 幼児～小学生 北方町立図書館 058-323-3155

おりがみスクール 4月23日～5月12日 町立図書館 幼児～小学生 伝承折り紙・創作おりがみを楽しむ 北方町立図書館 058-323-3155
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パネルシアター
絵本・紙芝居の読み聞かせ

4月24日 〃 幼児 〃 〃

図書館探検クイズ大会 ４月１７日（土） 墨俣町図書館 小学生以下
読み聞かせをしたあと、本についてのク
イズを出す

墨俣町図書館 0584-62-3900

楽しい折鶴教室 4月11日
折り鶴展示会 3月28日～4月11日

「絵本講座」の開催 4月23日
わかくさ・プラザ 関市学
習情報館内・３階音楽室

絵本の読み聞か
せに興味がある
方

幼児期に絵本の果たす役割の大切さ
が注目されている折、絵本作家・イラス
トレ－タ－である 高畠 純氏 を講師と
して迎え、絵本のおもしろさについてご
教示していただき、子ども読書の推進

関市立図書館 0575-24-2529

美濃市図書館２階
おはなしのへや

「時代を追って読みなおす
日本の絵本展」

4月1日～5月9日 しろとり図書館 児童・一般
1950年代からの日本の絵本の変遷を
紹介

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしマラソン
4月24日（土）
14:00～15:00

〃 児童・一般
事前に募集したおはなしボランティアに
よるおはなし会

〃 〃

外国のことばできくおはなし会
5月1日（土）
14:00～15:00

〃 児童・一般
英語・韓国語・日本語による絵本の読
み語り

〃 〃

こどもの日特集
「おはなしとえいがの会」

5月8日（土）
10:00～12:00

〃 児童・一般
今年で10回目となる図書館の恒例行事
口演童話とビデオ上映会

〃 〃

おはなしゲーム ダウトをさがせ！
4月24日（土）
14:00～15:00

はちまん図書館 ～小低学年 図書館職員 郡上市はちまん図書館 0575-65-6769

ちょっとおおきなおはなし会ｉｎ春
5月8日（土）
14:00～15:00

〃 ～小低学年
よみきかせボランティア
「おはなしばたけ」

〃 〃

”おすすめ絵本コーナー”
3月23日（火）～4月23日
（金）

たかす図書館 児童・一般
1人１冊おすすめ絵本を選んでもらい、
コーナーを作っていく。

郡上市たかす図書館 0575-72-5076

絵本わいわい会議 4月22日（木） 〃 一般
おすすめ絵本を持ち寄って、その紹介
や感想を話し合う。

〃 〃

絵本の主人公にお手紙を書こう 4月24（土）・25日（日） 〃 児童・（一般）
絵本の主人公に手紙を書き、後日その
返事をもらう。

〃 〃

お話わーいわいデー 4月24日 武儀町図書館
幼児から小学校
低学年

絵本・紙芝居の読み聞かせ 武儀町図書館 0575-49-3715

「魔法の世界へようこそ ２」クイズ大
会

４月２５日（日）
１３：３０～

美濃加茂市中央図書館
集会室

一般
「魔法使いハウルと火の悪魔」の本から
クイズを出します。

美濃加茂市中央図書
館

0574-25-7316

展示「ねないこだ～れ」 ４月６日（火）～２７日（火）
美濃加茂市中央図書館
１階展示コーナー

一般 親子で読んでほしい本を展示、紹介します
美濃加茂市中央図書
館

0574-25-7316

「トラベル ブック」
４月２３日（金）～５月２５
日（火）

美濃加茂市立三和小学校
三和小学校
１～２年生

旅行かばんに本をつめ、朝読書に利用
してもらう。

美濃加茂市中央図書
館

0574-25-7316

ペープサート「フレデリック」
４月２４日（土）
１４：００～１４：３０

美濃加茂市東図書館
２階視聴覚ホール

一般
人形劇サークル「はらぺこ」の皆さんに
よるペープサートの上演。

美濃加茂市東図書館 0574-26-3001

展示「この本読んだ？」 ４月３日（土）～５月９日（日
美濃加茂市東図書館
カウンター前

一般
昨年度、多く読まれた児童書や絵本を
展示、紹介します。

美濃加茂市東図書館 0574-26-3001

展示「この本読んだ？」 ４月３日（土）～５月９日（日
美濃加茂市東図書館
カウンター前

一般
おもしろかった本などを花びら（桜）に書
いて、桜の木を満開に…。

美濃加茂市東図書館 0574-26-3001

0585-22-0219

おはなし会 ５月８日(土) ３歳～７歳位まで 絵本･紙芝居の読み聞かせ 美濃市図書館 0575-35-2280

揖斐川町立図書館 児童・一般
珍しい折鶴と折り紙の本の展示と折り
方の講習会

揖斐川町立図書館
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講座「わらべうたで子育てを楽しく」 4月20日 桜ヶ丘公民館 幼児と保護者 親子でわらべうたを楽しむ 可児市立図書館 0574-62-5120
展示『どんちゃんぐりちゃん』絵本原
画展

4月1～15日 市立図書館本館 子ども・一般 絵本原画の展示 可児市立図書館 0574-62-5120

展示「読み聞かせに向く絵本展」 4月17日～5月2日 市立図書館本館 子ども・一般 絵本の展示 可児市立図書館 0574-62-5120
展示”子どもと大人の情報誌『ランタ
ン』”展

4月1～28日 桜ヶ丘分館 子ども・一般 たくさんの応募作品・イラストを展示 可児市立図書館 0574-62-5120

展示”子どもと大人の情報誌『ランタ
ン』”展

5月1～27日 帷子分館 子ども・一般 たくさんの応募作品・イラストを展示 可児市立図書館 0574-62-5120

絵本の世界展～子どもと本を結ぶ活
動から～

５月４日（火）～５月２７日
（木）

中山道みたけ館１Fエン
トランスホール

来館者
各学校で読み聞かせなどのボランティ
アをしているグループの紹介を行う。

中山道みたけ館 0574-67-7500

わくわくたいむ ４月２４日（水）
中山道みたけ館おはな
しの部屋

児童 読み聞かせ会 中山道みたけ館 0574-67-7500

ハイビジョンシアター ４月１７日（土） 中山道みたけ館研修室 児童 アニメ映画会 中山道みたけ館 0574-67-7500
児童書のブックガイド及び推薦書の
展示

平成１６年４月１５日～５
月 １６日

土岐市図書館 児童・保護者
児童書のブックガイド本とそれらの本で
推薦された図書を展示、貸出しする。

土岐市図書館 0572-55-1253

「子ども読書の日」と児童書について
の啓発

平成１６年４月１５日付け
市広報「図書館だより」紙

同左 市民全般
市広報の「図書館だより」欄に、「子ども
読書の日」と関連書の紹介記事を掲載

土岐市図書館 0572-55-1253

子どもと本の広場 ４月２４日（土） 瑞浪市民図書館 幼児～小学生 人形劇や紙芝居、ブックトークなどの開 瑞浪市民図書館 0572-68-5529
エプロンおじさんの

読み聞かせ講座
５月２９日（土）

瑞浪市総合文化セン
ター

保護者，保育士
ボランティアなど

読み聞かせ講座の開催 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

絵本の楽しみ ４月２８日（水）
瑞浪市総合文化セン
ター

保護者，保育士
ボランティアなど

絵本の楽しみについての講演会の開催
(岐阜県図書館との共催）

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

郷土の作家展
４月２３日（金）～５月１２
日（水）

瑞浪市民図書館 来館者一般
岐阜県出身の作家の児童書・絵本など
の展示

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

「おはなしの会」スペシャル ４月２４日（土） 恵那市図書館 乳幼児
図書館の本を使ったクイズ大会、「エル
マーとりゅう」などファンタジー本の紹介

恵那市図書館 0573-25-5120

えいごＤＥおはなし会 ４月２５日（日） 中津川市立図書館 幼児～
アメリカ人と日本人のご夫婦が絵本や
紙芝居を読んで下さいます。

中津川市立図書館 0573-66-1308

高山市図書館「煥章館」の開館日 4月23日 高山市図書館「煥章館」 市民

高山市の「図書館を中核とした生涯学
習施設」が完成し、高山図書館「煥章
館」として命名され、当該日に開館式典
が行われ、市民の利用に供される。

高山市教育委員会生
涯学習課高山市図書
館

0577-32-3096

「子ども読書の日」読み聞かせ 4月23日 はぎわら図書館 小学生
読み聞かせボランティアによる絵本の
読み聞かせ

はぎわら図書館 0576-52-2900

「子ども読書週間」押し花しおり配布 4月23日～２週間程予定 はぎわら図書館 来館者
ＰＲ用として押し花しおりを作り、図書館
入館者と読み聞かせに来た子に配布

はぎわら図書館 0576-52-2900


