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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23日 岐阜県図書館おはなし室 保護者等
絵本の読み聞かせをしながら、その楽し
さについて説明

岐阜県図書館 058-275-5111

子ども用ホームページのイラスト
募集

4月23日～5月12日（子ども
読書週間中）

岐阜市立図書館 全館
中学生以下の子
ども

子ども用ホームページのトップイラストを
テーマを決めて募集し、掲載

岐阜市立図書館 本館 058-262-2924

「どんな本よもうかな？」小学生
版おすすめ本リストの配布

4月上旬 岐阜市内小学校 図書室
市内小学校図書
室

司書が作成したおすすめ本リストの冊子
を配布すると共に、図書館サービスをPR
するポスターを配布

岐阜市立図書館 本館 058-262-2924

「どんな本よもうかな？」おすす
め本の紹介（展示）

4月23日～5月12日（こども
の読書週間中）

岐阜市立図書館 本館
児童室

児童
作成したおすすめ本リストの冊子から、
本を実物と共に紹介、展示

岐阜市立図書館 本館 058-262-2924

やってきたよ！おはなしおじさん 5月20日午前10時20分より
岐阜市立図書館 本館
１階ホール

児童から大人ま
で

実践童話の会、浅野彬先生による口演
会（岐阜ふるさと文化賞受賞記念）

岐阜市立図書館 本館 058-262-2924

「長く読みつがれているおすすめ
する絵本展」

4月18日～5月28日 羽島市立図書館
幼児、小学校低
学年

お勧めできる絵本の展示 羽島市立図書館 058-392-2270

「懐かしの教科書展」 3月21日～4月29日 羽島市立図書館
子供から
大人まで

昔の小学校１・２年生用教科書の展示 羽島市立図書館 058-392-2270

「心を育む読み聞かせ」
4月23日午前10時30分より
約1時間

羽島市立図書館 研修室
幼児～小学校低学年
のお子さんをお持ちの
お父さんお母さん

羽島市立小熊小学校校長清水孝子先生によ
る講演会。読み聞かせの重要性や本の重要
性について。

羽島市立図書館 058-392-2270

おすすめ子どもの本展 4月29日～5月25日 各務原市立中央図書館 来館者
おすすめの本を集めて展示コーナーを
作る

各務原市立中央図書館 058-383-1122

おたのしみ会 4月30日 各務原市立中央図書館 小学校低学年
市内の読み聞かせボランティアサークル
による、おたのしみ会

各務原市立中央図書館 058-383-1122

読み聞かせ 毎週土曜日（29日は休み） 山県市伊自良図書館
小学校低学年ま
で

ボランティアによる絵本、紙芝居の読み
聞かせ手遊びなど

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23日午後２時より 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
型紙本

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～6月まで
（シールの台紙は5月12日まで
配布）

しんせいほんの森 乳児～小学生
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

大好きな本を絵で表現しよう
しんせいほんの森（本
巣市図書館）

058-323-5757
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雑誌のリサイクル 4月23日 しんせいほんの森 入館者
除籍した雑誌をさしあげる（１人３冊ま
で）

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3日 しんせいほんの森 入館者 除籍した本をさしあげる（１人５冊まで）
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

手島圭三郎版画展 4月20日～5月17日 岐南町図書館 幼児から一般 絵本「くまげらのもり」の版画を展示 岐南町図書館 058-247-7737

トーンチャイム＆読み聞かせコン
サート

5月6日 岐南町図書館 小学生以上
トーンチャイムの演奏に合わせた絵本の
読み聞かせコンサート

岐南町図書館 058-247-7737

『子ども読書の日」ＰＲ 4月1日 北方町一円 町民全般 町公報紙に関連記事を掲載 北方町立図書館 058-323-3155

読みつがれているおすすめした
い本１００冊展

4月15日～5月14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15日・16日
4月22日・23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、少し長い読み聞かせ

大垣市立図書館 0584-78-2622

外国語（英語）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
外国語（英語）と日本語による読み聞か
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（国際子ども読書の月）

4月1日～5月12日 海津市海津図書館 全利用者
新たな出会いの月。「ともだち・友情」

に関する本を特設コーナーを設け展示
する。

海津市海津図書館 0584-53-1515

ポスターの掲示 4月上旬～5月半ば 池田町図書館 図書館利用者
館内に２００６・第４８回「こどもの読書週
間」のポスターを掲示

池田町図書館 0585-45-6222

広報誌への掲載 4月・5月 池田町内 池田町民
町広報誌「広報いけだ」４、５月号による
啓発とシンボルマークの掲載

池田町図書館 0585-45-6222

有線放送 こどもの読書週間中 池田町内 池田町民
毎週土曜日に放送の図書館だよりの時
間に「こどもの読書週間」をＰＲ

池田町図書館 0585-45-6222

本の展示 4月11日～5月下旬 池田町図書館 図書館利用者
読み聞かせ、朝の読書、ブックガイドな
ど、こどもの読書活動に関する本の企画
展示を行う

池田町図書館 0585-45-6222
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絵本展示会
～25歳をすぎた絵本展

4月22日～5月７日 揖斐川図書館 児童・一般
出版から25年以上を経過した絵本の展
示

揖斐川図書館 0585-22-0219

おはなし会 4月22日 揖斐川図書館 児童・一般 絵本・紙芝居・人形劇の上演 揖斐川町揖斐川図書館 0585-22-0219

児童図書展示会 4月22日～5月7日 谷汲図書館 児童・一般 ファンタジーよみもの紹介と展示 揖斐川町谷汲図書館 0585-56-3733

子ども読書週間にお勧めしたい
本の展示

4月21日～5月12日
垂井町・タルイピアセン
ター図書館

来館者
子ども読書週間にあわせてお勧めの本
を展示する

タルイピアセンター図書
館

0584ｰ23-3746

おはなし会 子ども読書の日スペ
シャル

4月22日
垂井町・タルイピアセン
ター図書館

幼児～小学生
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシ
アターの実演

タルイピアセンター図書
館

0584ｰ23-3746

よみきかせ 4月15日 大野町立図書館
幼児から小学生
低学年

紙芝居、絵本のよみきかせ 大野町立図書館 0585-32-1113

子ども読書の日コーナー 4月1日～4月23日 大野町立図書館 来館者 よみきかせにおすすめする本の展示 大野町立図書館 0585-32-1113

おはなしひろば 4月1日，8日14：00～ 郡上市しろとり図書館 幼児以上
おはなしボランティアによる絵本や、紙
芝居等の読み聞かせ

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル 4月15日14：00～ 郡上市しろとり図書館 幼児以上
市内で活動するおはなしボランティアの
発表

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

外国のことばで聞くおはなし会 4月22日14：00～ 郡上市しろとり図書館 小学生以上
日本語・中国語・英語で書かれた同じ絵
本を読み比べ、各国の文化に触れる。

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしマラソン 5月6日14：00～ 郡上市しろとり図書館 幼児以上
一般公募によりお願いしたボランティアさ
んによるおはなしのリレー

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

お話と映画の会 5月13日10：00～ 郡上市しろとり図書館 幼児以上 おはなしおじさんによるすばなしと映画 郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

図書館絵本ライブ 4月19日14:00～ 郡上市しろとり図書館 幼児以上で親子
「おおきな木」の杉山三四郎さんによる
絵本ライブ

郡上市しろとり図書館 0575-82-6006

春のおはなし会 4月8日14：00～ 郡上市はちまん図書館 幼児
ボランティアと職員による大きなおはなし
会

郡上市はちまん図書館 0575-65-6769
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おりがみ教室 つくってあそぼ
う！

4月22日14：00～ 郡上市はちまん図書館 親子 みんなであそべるおもちゃづくり 郡上市はちまん図書館 0575-65-6769

おはなしフェスティバル 4月23日14：00～
郡上市総合文化センター
2階多目的ホール

親子
市内で活動するおはなしボランティアの
発表

郡上市はちまん図書館 0575-65-6769

絵本の会 4月15日 郡上市わら図書室 小学生以下 絵本読み聞かせ など 郡上市わら図書室 0575-77-2724

おはなし会 4月28日10：00～ 郡上市めいほう図書室 保育園児 読み聞かせの会 郡上市めいほう図書室 0575-87-2016

こいのぼりを作ろう 4月8日10：00～ 郡上市みなみ図書館 幼児以上
5月5日のこどもの日に向けて、折り紙で
こいのぼりを作る

郡上市みなみ図書館 0575-79-3700

おはなし会スペシャル 4月30日10：00～ 郡上市みなみ図書館 幼児以上
おはなしボランティアによる絵本の読み
聞かせ

郡上市みなみ図書館 0575-79-3700

おはなし会 4月22日 郡上市やまと図書館 幼児以上
おはなしボランティアによる絵本の読み
聞かせ

郡上市やまと図書館 0575-88-3381

おはなし会 4月8日10:30～ 郡上市たかす図書館 幼児以上 入園・入学春のお話 郡上市たかす図書館 0575-72-5076

わいわいライブラリー（工作手芸
教室）

4月22日10:30～ 郡上市たかす図書館 小学生以上 子どもの日の飾り作り 郡上市たかす図書館 0575-72-5076

しかけ絵本の展示 4月23日～5月7日 郡上市たかす図書館 来館者
ふだん貸し出しのできないような楽しい
複雑なしかけ絵本（約20点）の展示

郡上市たかす図書館 0575-72-5076

おはなし会 5月13日10:30～11:30
美濃市図書館2階
おはなしのへや

3歳～7歳 絵本・紙芝居の読み聞かせ 美濃市図書館 0575-35-2280

読書講演会 4月23日14:00
わかくさ・プラザ 学習情
報館２階 音楽室

一般 県内在住の児童作家による講演会 関市立図書館 0575-24-2529

チャレンジ！廃食油石けん作り 4月23日 中央図書館
来館者（事前に
申し込みが必要）

廃食油をリサイクル利用した石けんを
作ってみる。

美濃加茂市立中央図書
館

0574-25-7316

「みのかもの環境に対する取り組
み－リサイクル編」展示

4月11日～5月14日 中央図書館 来館者
美濃加茂市内で行われている取り組み
を展示紹介する

美濃加茂市立中央図書
館

0574-25-7316
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「自然環境をテーマにした小説特
集」展示

4月11日～5月14日 中央図書館 来館者 本の展示
美濃加茂市立中央図書
館

0574-25-7316

紙ゴマで遊ぼう 5月7日 東図書館 来館者
紙をクルクルまいてコマを作って遊びま
す。

美濃加茂市立東図書館 0574-26-3001

「教科書にでてくる作家＆詩人」
展

4月20日～5月14日 東図書館 来館者
市内で使われている国語の教科書に出てくる
作家や詩人の作品を紹介する。

美濃加茂市立東図書館 0574-26-3001

子ども読書の日啓発用幟配布 4月10日～5月14日 各学校・公民館等 親子・一般 各学校・公民館等に啓発用の幟を配布 可児市立図書館 0574-62-5120

「さんしろう絵本ライブ」 4月22日 図書館 親子・一般 音楽とスライドで絵本を楽しむ 可児市立図書館 0574-62-5120

『こどものとも』５０年にみる絵本
の歩み展

4月1日～23日 図書館 親子・一般
雑誌『こどものとも』の創刊～６００号を展
示し、日本の絵本の歩みを振り返る

可児市立図書館 0574-62-5120

読んでほしい本の紹介 4月11日～23日
タウンホールとみか
図書室

親子
子どもが積極的に読書活動を行う意欲
を高める

富加町教育委員会（タ
ウンホールとみか）

0574-54-2112

図書館ミニ展示
「紙芝居の魅力展～子ども読書
週間に寄せて」

4月4日～30日
中山道みたけ館一階ロ
ビー

幼児から大人ま
で

人気がある紙芝居の魅力のひみつや利
用の多い本などの紹介。

御嵩町中山道みたけ館 0574-67-7500

児童書のブックガイド及び推薦書
の展示

4月15日～5月12日 土岐市図書館 児童及び保護者
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

4月15日付け市広報紙上 土岐市図書館 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する。

土岐市図書館 0572-55-1253

こどもと本の広場 4月29日 市民図書館 幼児 本の読み聞かせ、人形劇、紙芝居 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

エルマーのぼうけんひろば 4月22日 恵那市図書館 ３歳～
「エルマーのぼうけん」朗読。クイズ。パ
ネルシアター

恵那市図書館 0573-25-5120

スイートポテトのおはなし会 4月15・22日 5月6日 中津川市立図書館 幼児とその親
ボランティアサークルによる絵本、紙芝
居の読み聞かせ会

中津川市立図書館 0573-66-1308

popotamusのえいごDEおはなし
会

4月23日 中津川市立図書館 幼児とその親
カナダ人と日本人の夫妻による英語を
交えた絵本の読み聞かせ会

中津川市立図書館 0573-66-1308
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おはなしマラソン Ｖｏｌ.01 4月23日 高山市図書館｢煥章館｣ 幼児、児童
午前10時～午後3時までの５時間ノンス
トップでおはなし会を実施

高山市図書館 0577-32-3096

子ども読書の日 読み聞かせ 4月21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大型えほ
んの読み聞かせ

下呂市はぎわら図書館 0576-52-4800

「子ども読書週間」押し花しおり配
布

4月21日～2週間 はぎわら図書館 来館者
PR用として「子ども読書の日」についてのコメ
ントを載せた押し花しおりを作り、図書館来館
者と読み聞かせに来た子に配布

下呂市はぎわら図書館 0576-52-4800

子ども読書の日 PR 4月19日 5月16日
健康ふれあいセンター又
は、湯屋地区公民館

乳幼児学級
「子ども読書の日」PRのプリントを作成
し、配布する。

下呂市小坂教育室 0576-62-3366

子ども読書の日 PRと読み聞か
せ

4月23日14:00～ 下呂図書室 ロビー
乳幼児、小学校
低学年

「子ども読書の日」PRのプリントを作成
し、配布する。また、ボランティアによる
読み聞かせ。

下呂市下呂図書室 0576-24-2222


