
取　組　名 日　　程 場　　所 対　　象 概　　要 担当部署 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27日
岐阜県図書館おはな
し室

大人（保護者
等）

絵本の紹介をしながら、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

「知っていますか？図書館だより
～司書が選んだ新刊の紹介～」

４月２３日～５月１１日
岐阜市立図書館
・本館１階ホール

児童～大人
図書館だより(児童版、ヤングアダルト版、
一般版)を展示、合わせて図書館のイベン
トを写真で紹介する。

岐阜市立図書館・本館 058-262-2924

子ども用ホームページのイラスト
募集

４月２３日～５月１１日
岐阜市立図書館・本
館

中学生以下
子ども読書の日の標語にちなんで「ぼく
の、わたしの大好きな本」をテーマにホー
ムページのイラストを募集し掲載する。

岐阜市立図書館・本館
児童室

058-262-2924

浅野彬先生と実践童話の会によ
るゆかいなおはなし会

５月１０日　午前10:30～
岐阜市立図書館・本
館

児童～大人
実践童話の会によるエプロンシアターや絵
本の読み聞かせ、口演童話など

岐阜市立図書館・本館
児童室

058-262-2924

子どもの日　おはなし会 5月3日 川島ほんの家
幼児から小学
低学年と、その
保護者

子ども読書週間と子どもの日にあわせて、
工作とよみきかせのおはなし会を開催　子
どもの絵本展示

川島ほんの家 0586-89-2811

ジージー中村のよみきかせでショ
ウ

5月4日 もりの本やさん 小学生
子ども読書週間にあわせて、おはなし会を
開催

もりの本やさん 058-370-7175

展示　「おすすめ子どもの本展」 4月2日～5月14日
各務原市立中央図書
館

子どもとその保
護者

子ども読書週間と母の日にあわせて、お母
さんの本（絵本、児童書を中心に）展示

中央図書館 058-323-1122

おはなしひろばスペシャル 5月11日　午後2時～
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 058-323-5757

本を読んでシールを集めよう 4月23日～6月29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 058-323-5757

会えたら一緒に何したい？
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描く しんせいほんの森 058-323-5757

おりがみひろば 4月23日～5月11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 058-323-5757

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２０年）
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図書館クイズ　－おはなし編－ 4月23日～5月11日 しんせいほんの森 幼児～中学生
みんながよく知っているおはなしに関する
クイズ大会

しんせいほんの森 058-323-5757

むかし話とトーンチャイム演奏 5月3日 岐南町図書館 幼児～小低 昔話の読み聞かせとトーンチャイム演奏 岐南町図書館 058-274-7737

図書館クイズ・スタンプラリー ４月２６日～５月６日 岐南町図書館 幼児～小学生
図書館・民俗資料館内資料に関するクイズ
に答えるスタンプラリー

岐南町図書館 058-274-7737

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

しおり配布 ４月中旬から５月上旬 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

一日司書体験 ５月３日～６日 羽島市立図書館 小学生 本の貸し出し等の体験 羽島市立図書館 058-392-2270

ぱたぱた絵本作り 5月6日 羽島市立図書館 幼児・小学生 オリジナルの本作り 羽島市立図書館 058-392-2270

子どもアニメ劇場 5月5日 羽島市立図書館 小学生 アニメの上映 羽島市立図書館 058-392-2270

おはなし広場
５月３日　午前10:30～
午後　13:30～　1時間

羽島市立図書館 小学生 紙芝居　パネルシアターなど 羽島市立図書館 058-392-2270

ぽけっとさんの絵本の読み聞か
せ特別版

4月26日 タルイピアセンター 親子 ボランティアグループによる読み聞かせ
タルイピアセンター図
書館

0584-23-3746

「２５さいをすぎた絵本たち」
５月1日（木）～５月３１日
（土）

しろとり図書館 幼児～一般
初めて出版されてから２５年以上たってい
て、今も子どもたちが読んでいる絵本の展
示

しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル ４月19日（土） 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
表会

しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしマラソン ４月２6日（土） 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
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外国のことばで聞くおはなし会 5月10日（土） しろとり図書館 小学生以上
英語・日本語で書かれた同じ絵本を聞き比
べする。簡単な英語を教えてもらう。

しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしおじさんのおはなしでて
こい

5月17日（土） しろとり図書館 幼児～小学生 実践童話の会の会員による素話を聞く会 しろとり図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル ４月２6日（土） はちまん図書館 幼児～小学生
市内で活動するおはなしボランティアの発
表会

はちまん図書館 0575-65-6769

おおきなおはなし会 4月２６日（土）10:30～ 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２６日（土） たかす図書館 幼児～小学生 工作教室 たかす図書館 0575-72-5076

おはなしフェスティバル ５月１０日（土） たかす図書館 幼児～小学生
市内で活動するおはなしボランティアの発
表会

たかす図書館 0575-72-5076

こいのぼりを作ろう ４月12日（土） みなみ図書館 幼児～小学生 工作教室 みなみ図書館 0575-79-3700

おかあさんといっしょ ５月１０日（土） みなみ図書館 幼児～小学生 工作教室 みなみ図書館 0575-79-3700

絵本の会のおはなし会 ４月26日（土） わら図書室 幼児～小学生 ボランティアによるおはなし会 わら図書室 0575-77-2724

「子ども読書の日」記念行事 ４月２９日（火）
美濃加茂市立中央図
書館

児　童
日本語とポルトガル語による聞きくらべ・読
み聞かせ

美濃加茂市立中央図
書館

0574-25-7316

三四郎絵本ライブ 4月19日 可児市立図書館本館 親子 杉山産しろさんによる歌と絵本のライブ 可児市立図書館本館 0574-62-5120

　本のよみくらべ展 ４月１日から１８日 可児市立図書館本館
幼児・小学校
低学年

権図書館からお借りした三匹のこぶた野本
６２冊を展示

可児市立図書館本館 0574-62-5120

子どもの絵手紙教室作品展 ３月２９日から４月２４日
可児市立図書館桜ケ
丘分館

小学生
絵手紙教室で受講された生徒さんの作品
展示

可児市立図書館桜ケ
丘分館

0574-62-5120
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親子で読んで欲しい本の紹介 4月10日～25日
タウンホールとみか図
書室

親子
親子で楽しめる本を展示して、親・子ともに
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

おはなしマラソン 4月20日
高山市図書館「煥章
館」
生涯学習ホール

児童、一般
読み聞かせボランティア、職員による絵本
等の読み聞かせ、人形劇

高山市図書館「煥章
館」

0577-32-3096

「子ども読書の日」ＰＲとしおりの
配布

4月23日～5月12日
高山市図書館「煥章
館」

児童
・館内に子ども読書の日啓発ポスター掲示
・図書館で本を借りた児童を対象に手作り
のしおりのプレゼント

高山市図書館「煥章
館」

0577-32-3096

乳幼児読み聞かせ推進事業 未定 総合文化交流施設 乳幼児 乳幼児に対する絵本等の読み聞かせ 白川村教育委員会 　

フェリックス・ホフマン展
～父から子への贈りもの～

４月５日～５月６日
下呂市小坂美術品展
示館

全市民

スイスの絵本作家フェリックス・ホフマン氏
（1911～1975）が子ども達に贈った手描き
の絵本「おおかみと七ひきのこやぎ」「ねむ
りひめ」「長いかみのラプンツェル」「七わの
カラス」のオジナル本をはじめ、そのリトグ
ラフ、そして彼が手がけたグリム童話の絵
本原画などを展示。

下呂市図書館
（社会教育課）

0576-52-2900

「おおかみと七ひきのこやぎ」「ね
むりひめ」読みくらべ絵本展示

４月１日～４月６日 金山図書室 全市民

〃 ４月８日～４月１３日 下呂図書室 全市民

〃 ４月１５日～４月２０日 はぎわら図書館 全市民

〃 ４月２２日～５月６日 小坂図書室 全市民

手づくり絵本展示 ４月１日～５月６日 はぎわら図書館 児童
「萩原手づくり絵本の会」の協力により、自
館内の児童図書コーナーに特設コーナー
を設け、手づくり絵本を展示します。

下呂市図書館
（はぎわら図書館）

0576-52-2900

フェリックス・ホフマンの絵本のほかにも、
同じ話の絵本がたくさんあります。これら絵
本を一堂に集めて下呂市の各図書館（室）
を巡回展示します。

下呂市図書館
（社会教育課）

0576-52-2900
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読み聞かせ会 ４月５日～５月６日 はぎわら図書館 児童
読み聞かせサークル「絵本おむすびの会」
及び「萩原朗読の会」の協力を得て、読み
聞かせ会を開催します。

下呂市図書館
（はぎわら図書館）

0576-52-2900

読み聞かせ 4月22日 萩原小学校 児童 読みきかせと手作りしおり
下呂市図書館
（はぎわら図書館）

0576-52-2900

読み聞かせ会＆おりがみ教室 4月1日 下呂図書室 児童
「ひとつぶのたね」の協力を得て、読み聞
かせ会を開催するとともに、下呂中央児童
館と共催しておりがみ教室を開催します。

下呂市図書館
（下呂図書室）

0576-25-2252

読み聞かせ会 4月1日 馬瀬図書室 児童
読み聞かせサークル「紙ふうせん」の協力
を得て、読み聞かせ会を開催します。

下呂市図書館
（馬瀬図書室）

0576-47-2111

読み聞かせ会 4月1日 金山図書室 児童
「金山朗読ボランティア赤ずきん」の協力を
得て、読み聞かせ会を開催します。

下呂市図書館
（金山図書室）

0576-32-2449

手づくり大型紙芝居の実演 4月1日 金山図書室 児童
「金山町読書サークル協議会」の協力を得
て、手づくりの大型紙芝居を実演します。

下呂市図書館
（金山図書室）

0576-32-2449

読み聞かせ会 4月1日 小坂図書室 児童
読み聞かせサークル「ブックアイランド」の
協力を得て、読み聞かせ会を開催します。

下呂市図書館
（小坂図書室）

0576-62-3366

人形劇＆読み聞かせ会 4月12日 小坂図書室 児童
人形劇ボランティア「ことばのごちそう」の
協力を得て、おおかみと七ひきのこやぎな
どの人形劇を開催します。

下呂市図書館
（小坂図書室）

0576-62-3366

手づくり絵本展示 ４月１日～５月６日 小坂図書室 児童
H17年度から昨年度までの生涯学習講座
で作られた手づくり絵本を展示します。

下呂市図書館
（小坂図書室）

0576-62-3366

手づくりおもちゃ講座 4月10日
小坂健康ふれあいセ
ンター

児童
小坂子育て支援センターと共催して、幼児
向けパズルを作ります。

下呂市図書館
（小坂図書室）

0576-62-3366

児童書のブックガイド及び推薦書
の展示・貸出

４月１９日～５月１１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
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市広報誌による啓発 4月15日 市全体 市民全員
市広報誌の図書館のコーナーにより、子ど
も読書の日について広く紹介、啓発を行う

恵那市中央図書館 0573-25-5120

子ども読書の日おはなし会の実
施

4月22日 恵那市中央図書館 来館者
従来のおはなし会に加え、子ども読書の日
にちなんだおはなし会を実施する

恵那市中央図書館 0573-25-5120

図書館内での啓発 4月23日 恵那市中央図書館 来館者
ポスター等により子ども読書の日について
広く紹介、啓発を行う

恵那市中央図書館 0573-25-5120

こどもと本の広場 4月26日
瑞浪市総合文化セン
ター

小学生以下親
子

人形劇・紙芝居・展示「しかけ絵本に触れ
てみよう！」　かぶとをつくってみよう

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

市広報 4月15日 ― 一般市民 市広報に記事掲載 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

こども読書まつり 5月1日・5月8日 蛭川済美図書館 ０歳～小学生
「おはなし会とおりがみ教室」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（310）

〃 5月20日・5月21日 蛭川済美図書館 ０歳～小学生
「押し花カード作り」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

蛭川済美図書館 0573-45-2211（310）

〃 5月12日・5月13日 蛭川済美図書館 ０歳～小学生

「図書館しらべクイズ大会」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（310）

〃 5月16日・5月17日 蛭川済美図書館 ０歳～小学生
「工作教室」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

蛭川済美図書館 0573-45-2211（310）


