
取 組 名 日 程 場 所 対 象 概 要 担当部署（学校名） 電話番号

お父さんお母さんのための読み
聞かせ講座

４月２２日
岐阜県図書館おはなし
室

一般
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
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

親子で一緒に楽しもう ５月１２日
岐阜市立図書館 本館
１階ホール

児童～大人 実践童話の会会員によるおはなし会 岐阜市立図書館 本館 058-262-2924

図書館一日司書体験 ５月３日～５日 羽島市立図書館 小学生 本の貸し出し・閉架書庫見学など 羽島市立図書館 058-392－2270

子どもアニメ劇場 ５月３日・６日 羽島市立図書館 児童
アニメを見る（３日：にじいろのさかな
６日：つるのおんがえし・かぐやひめ・て
ぶくろをかいに）

羽島市立図書館 058-392－2270

ぱたぱた絵本つくり ５月６日 羽島市立図書館 幼児・小学生 オリジナルの本をつくる 羽島市立図書館 058-392－2270

子ども図書館サミット ５月６日 羽島市立図書館 小学校図書委員
各小学校の図書に関しての取り組みを
話し合う

羽島市立図書館 058-392－2270

楽しい音楽会 ５月６日 羽島市立図書館 児童
誰でも知っている歌をエレクトーンに合
わせて歌おう

羽島市立図書館 058-392－2270

世界の絵本展 ４月２３日～５月１２日 羽島市立図書館 一般 世界の絵本を展示 羽島市立図書館 058-392－2270

おはなしひろばスペシャル ４月２９日 午後２時～
しんせいほんの森
読書室

幼児
エプロンシアター、紙芝居、パネルシア
ター

しんせいほんの森 058-323-5757

会えたら一緒に何したい？ ４月２９日 しんせいほんの森 幼児～小学生
大好きな本のキャラクターと何をしたい
か絵にしてもらい館内に展示

しんせいほんの森 058-323-5757

図書館クイズ －ふるさと編－ ４月２９日 しんせいほんの森 幼児～中学生 ふるさと本巣市に関するクイズ大会 しんせいほんの森 058-323-5757

本を読んでシールを集めよう ４月２４日～６月３０日 しんせいほんの森 幼児～中学生
シールの台紙を読書週間中に渡しシー
ル２０枚でプレゼントを差し上げる

しんせいほんの森 058-323-5757

全国訪問 おはなし隊 ５月１２日 子どもげんきはうす
３歳から１０歳の
児童と親

講談社のおはなし隊訪問による、よみ
きかせと絵本を積んだキャラバンカー
の閲覧

山県市図書館 0581-36-3339

絵本の読み聞かせ ４月２３日～５月１２日 北方町立図書館 幼児
こどもの読書週間中、幼児を対象とし
た絵本の読み聞かせを随時実施

北方町立図書館 058-323-3155

岐阜県内の公共図書館「子ども読書の日」「こどもの読書週間」関連行事（平成１９年）
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おすすめ絵本の展示 ５月３日～５月３０日 北方町立図書館 幼児 児童
ロングセラー本等おすすめの絵本を展
示

北方町立図書館 058-323-3155

おすすめコーナーの設置 4月１日～３０日 笠松中央公民館図書室 一般
子どもが読みたい本、子どもに読ませ
たい本のコーナーの設置

笠松中央公民館 058-388-3231

子ども読書週間にお勧めしたい
本の展示

3月30日～4月25日
タルイピアセンター図書
館

一般
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２８日
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

「本の展示・紹介」子ども読書の
日～手にとってほしいこの一冊
～

４月２０日～５月１３日
大野町図書館（展示・紹
介コーナー）

児童・生徒
心温まる本、人気のある本、読んでほ
しい本の紹介と展示

大野町図書館 0585-32-1113

読み聞かせ
４月２２日・２８日・２９日
５月５日・６日

大野町図書館（読み聞
かせコーナー）

幼児・児童とそ
の家族

読み聞かせの重要性を伝えながら、本
に興味関心を持たせる

大野町図書館 0585-32-1113

展 示 ４月２１日～５月８日 揖斐川図書館 一般・児童 親子で楽しめる児童書・絵本の展示 揖斐川図書館 0585-22-0219

作品展示 ４月２８日～５月６日 養老町図書館
小・中・高等学校
生

図書館を使った調べ学習の実践事例
の作品を展示

養老町図書館 0584-33-0215

移動児童館 4月28日 養老町図書館 幼児・小学生 ミニ絵本を作る 養老町図書館 0584-33-0215

読みつがれている絵本展 4月14日～5月14日 大垣市図書館３館 親子

子どもたちに親しまれ、読みつがれて
いる絵本（大垣：約250タイトル、上石
津、墨俣：約100タイトル）の展示と貸出
し。また、とくにおすすめしたい絵本100
冊のブックリストを作成し、配布する。

大垣市立図書館 0584-78-2622

ちょっと大きなお話の会
平成19年4月14日（土）・
15日（日）・21日（土）・22
日（日）

大垣市立図書館児童閲
覧室

親子
毎週土曜・日曜日に、お話の会『大きな
樹』が実施している読み聞かせを、時
間を延長して開催する。

大垣市立図書館 0584-78-2622
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外国語で楽しむ絵本の読み聞
かせ

5月3日
大垣市立図書館児童閲
覧室

親子

世界中の子どもたちに親しまれている
絵本を日本語と英語で読み比べて楽し
む。英語の読み手（講師）は、昨年も本
事業に参加して事業主旨や進行につ
いて理解のある、セーラ・アン・ジャオス
キ氏を招聘する。

大垣市立図書館 0584-78-2622

マンドリンでつづる里山の風景
５月３日 １４：００～１５：０
０

大垣市立上石津図書館 親子

地元でマンドリン製作に携わる安川直
樹氏（他1名）を招き、マンドリンやギ
ター等の楽器を紹介しながら楽しむレ
クチャー・コンサート。安川氏が、上石
津を選んで工房を解説した理由や暮し
の中で感じたことなども語ってもらう。

大垣市立図書館 0584-78-2622

大きな紙芝居を楽しもう 4月28日 大垣市立墨俣図書館 親子
図書館職員とボランティアが共同制作
した大型紙芝居（全紙版）ほか、人気の
ある紙芝居の読み聞かせ。

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（国際子ども読書の月）

3月30日～5月12日 海津図書館 一般
アンデルセンの作品と国際アンデルセ
ン賞受賞作家の作品を中心に展示

海津図書館 0584-53-1515

広報誌への掲載 4月・5月 池田町内 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 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月上旬～5月下旬 池田町図書館 一般
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

「石井桃子の１００年」紹介展 ４月３日～５月１３日 しろとり図書館 幼児～一般
日本の児童文学の先駆者でもある石
井桃子さんの翻訳絵本・創作絵本・年
譜等を展示紹介

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１５日 しろとり図書館 小学生以上
中国語・日本語で書かれた同じ絵本を
聞き比べする。簡単な中国語を教えて
もらう。

しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしおじさん ４月21日 しろとり図書館 幼児～小学生
実践童話の会の先生による素話を聞く
会

しろとり図書館 0575-82-6006
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おはなしマラソン ４月２8日 しろとり図書館 幼児～小学生
一般公募による、ボランティアの方１０
名ほどによる、絵本等の読み聞かせ

しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル ４月２８日、５月１２日
はちまん図書館
しろとり図書館

幼児～小学生
市内で活動するおはなしボランティア
の発表

はちまん図書館
しろとり図書館

0575-82-6006

本とあそぼうおはなし隊 ５月２６日
しろとり図書館
はちまん図書館

幼児～小学生
講談社のおはなし隊（キャラバンカー）
がやってきます

しろとり図書館
はちまん図書館

0575-82-6006

朗読会 ５月１２日 はちまん図書館 小学生以上 文学作品・絵本などの朗読 はちまん図書館 0575-65-6769

わいわいライブラリー：絵本の主
人公に手紙を書こう

４月２８日 たかす図書館 児童 絵本の主人公に手紙を書く たかす図書館 0575-72-5076

しかけ絵本のおはなし ４月２８日 たかす図書館 児童 しかけ絵本のおはなし たかす図書館 0575-72-5076

母や家族への手紙作り ５月５日・６日 たかす図書館 児童 お母さんや、家族にあてて手紙を書く たかす図書館 0575-72-5076

おはなしかいスペシャル ４月21日 やまと図書館 幼児～小学生 ちょっと大きなおはなし会 やまと図書館 0575-88-3381

こいのぼりを作ろう ４月１４日 みなみ図書館 幼児～小学生 工作教室 みなみ図書館 0575-79-3700

読んで欲しい本の紹介 ４月１０日～２４日
タウンホールとみか図書
室

親子
子どもたちに関心がある本を展示して
親子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

「子ども読書の日」特集「さんし
ろう絵本ライブ」

４月２１日 可児市立図書館本館 親子
絵本の読み語りや言葉あそびを親子で
楽しむ

可児市立図書館 0574-62-5120

『アルプスの少女ハイジ』の世界
を訪ねて展

4月1日～18日 可児市立図書館本館 子ども・一般
アルプスのハイジの世界を写真で紹介
する

可児市立図書館 0574-62-5120

「線路はつづくよ」鉄道コレクショ
ン展

4月21日～5月16日 可児市立図書館本館 子ども・一般
写真とグッズで、たくさんの電車を紹介
する。

可児市立図書館 0574-62-5120

読み聞かせの日 4月28日 図書室 幼児から小学生
読み聞かせボランティアによる絵本の
読み聞かせ

川辺町児童館 0574-53-4451

子ども読書の日おはなし会 4月21日 公民館図書室 幼児から小学生 絵本の読み聞かせ・パネルシアター 川辺町公民館図書室 0574-53-2650
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「子ども読書の日」記念行事
『図書館の上手な使い方』

４月２２日 美濃加茂市中央図書館 一般
図書館の利用方法などをクイズ形式で
行う。また、図書館の仕事見学

美濃加茂市中央図書
館

0574-25-7316

『歌って楽しむ手遊び』 ４月２８日 美濃加茂市東図書館 子ども 歌って楽しむ、手遊びで楽しむ 美濃加茂市東図書館 0574-26-3001

絵本から物語へ ４月１９日～５月６日 美濃加茂市東図書館 一般
絵本から物語へはしわたしする物語を
紹介

美濃加茂市東図書館 0574-26-3001

絵本展「子ども読書週間に寄せ
て」

３月３１日～４月２６日 中山道みたけ館 児童・一般
出版されてから数十年たっても人気の
ある本を年代事に、作家にまつわる話
を交えながら紹介します

生涯学習課文化振興
係中山道みたけ館

0574-67-7500

児童書のブックガイド及び推薦
書の展示

４月２１日～５月１３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

こどもと本の広場 ４月２８日 瑞浪市民図書館 幼児～小学生 人形劇や紙しばいを楽しむ 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

ミニ展「しかけ絵本」 ４月２０日～５月１１日 瑞浪市民図書館 一般 しかけ絵本の展示 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

こども読書まつり「おはなし会と
おりがみ教室」

４月２６日・５月１０日 15：
30～16：30

蛭川済美図書館 乳幼児・小学生
ボランティアサークルおはなしの会の
みなさんの協力で行う

蛭川済美図書館 0573-45-2211

こども読書まつり「押し花カード
作り」

５月１日 蛭川済美図書館 乳幼児・小学生
春の草花を集めて押し花にしておき、
それぞれに色紙やスタンプなどを合わ
せてパウチする

蛭川済美図書館 0573-45-2211

こども読書まつり「図書館しらべ
クイズ大会」

５月８日 蛭川済美図書館 乳幼児・小学生
保育園児・小学校低学年・中学年・高
学年と問題を作成し、全問正解者には
ささやかなプレゼントを渡す

蛭川済美図書館 0573-45-2211

こども読書まつり「工作教室」 ５月１１日 蛭川済美図書館 乳幼児・小学生
リサイクル用品(牛乳パック・トイレット
ペーパーの芯など)を使って工作する

蛭川済美図書館 0573-45-2211

子ども読書の日 読み聞かせ ４月２４日 萩原小学校 全児童
読み聞かせボランティアによる絵本の
読み聞かせ（大型絵本）

はぎわら図書館 0576-52-4800

「子ども読書週間」押し花しおり
配布予定

4月24日～5月8日 はぎわら図書館 一般
「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人に配布。

はぎわら図書館 0576-52-4800

子ども読書の日 PRと読み聞か
せ

４月２２日 14:00～14:30 下呂市民会館ロビー 乳幼児と保護者
「子ども読書の日」PRのプリントを配布
し、ボランティアによる読み聞かせを行
う。

下呂図書室 0576-25-2252


