
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26日
岐阜県図書館おはなし
室

大人（保護者等）
絵本を紹介しながら、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

展示 4月23日～5月10日 岐阜市立図書館 幼児～中学生
新しくなった「絵本といっしょ」のおすすめ
本や、親子で楽しめる本の紹介。

岐阜市立図書館 058-262-2924

ホームページのイラスト募集 4月23日～5月10日 岐阜市立図書館 幼児～中学生
こども用ホームページのトップ画面を飾
るイラストを募集。

岐阜市立図書館 058-262-2924

拡大版おはなし会 4月29日 岐阜市立図書館
未就園児から大人
まで

親子で一緒に楽しめるおはなし会。 岐阜市立図書館 058-262-2924

図書館ツアー 5月9日 岐阜市立図書館 小学生以上
図書館の中を、案内する。また、普段は
入れないような場所にも案内し、楽しん
で探検してもらう。

岐阜市立図書館 058-262-2924

図書館一日司書体験
5月3日から5月6日
午前10時から正午まで

羽島市立図書館 市内小学生

①図書館カウンター受付
②図書の配架作業
③本にカバーをかける作業
④絵本の読みくらべ体験（同じ題名の本
でも結末が異なる本）

羽島市立図書館 058-392-2270

ドールブローチ作り
5月4日
①午前10時30分から
②午前11時15分から

羽島市立図書館2階研
修室

市内小学生
（小学3年生までは
要・保護者同伴）

オリジナルなドールブローチ作りを体験
します。

羽島市立図書館 058-392-2270

パタパタ絵本・しおり作り
5月5日
午前10時から午後4時まで

羽島市立図書館2階閲
覧室

市内小学生
親子で普段は作れない特殊な絵本作り
などを体験します。

羽島市立図書館 058-392-2270

おはなし広場（絵本の読み聞かせ）

5月5日
①午前10時30分～②午後2時～
5月23日
午前10時30分のみ

羽島市立図書館2階研
修室

幼児、保育・幼稚
園児、小学校低学
年

本の読み聞かせ・手遊び・紙芝居・パネ
ルシアター・エプロンシアターなどを行い
ます。

羽島市立図書館 058-392-2270

バルーンアート作り
5月6日
午後1時から午後2時まで

羽島市立図書館2階研
修室

市内小学生（小学
3年生までは要・保
護者同伴）

ご自分で風船を使い、動物などの形のあ
るものを作ります。

羽島市立図書館 058-392-2270

こどもの日　おはなし会 5月2日 川島ほんの家
幼児･児童とその
保護者

こどもの読書週間とこどもの日にあわせ
て、おはなし会を開催

川島ほんの家 0586-89-2811

講談社「おはなし隊」によるよみきか
せ会

5月5日 もりの本やさん 幼児～小学生
講談社のおはなし隊が来館。あわせて5
月2日からおすすめ絵本の展示も開催

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10日
各務原市立中央図書
館

子どもとその保護
者

こどもの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

各務原市立中央図
書館

058-383-1122

おはなしひろばスペシャル 5月10日　14:00～
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

本を読んでスタンプを集めよう 4月23日～6月28日 しんせいほんの森 乳児～中学生
児童書1冊につき1個スタンプを押し、20
個たまったら記念品贈呈

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２１年）
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おりがみランド 4月23日～5月10日 しんせいほんの森
幼児から小学校低
学年

画用紙を渡し、各自自由に折り紙を折
る。それらを期間中展示

しんせいほんの森 058-323-5757

図書館クイズ　－総合編－ 4月23日～5月10日 しんせいほんの森 幼児～中学生 クロスワードと迷路ゲーム しんせいほんの森 058-323-5757

手島圭三郎　版画絵本原画展 3月26日～4月18日 岐南町図書館 小学生以上 版画絵本の原画展示 岐南町図書館 058-247-7737

全国訪問　おはなし隊 5月17日 岐南町図書館
幼児・小学校低学
年

講談社おはなし隊
http://www.kodansha.co.jp/kids/ohanas
hi/

岐南町図書館 058-247-7737

小中学生地図作品展 4月29日～5月28日 岐南町図書館 小学生・保護者 昨年の小中学生地図作品展 岐南町図書館 058-247-7737

ロングセラーえほんの展示 4月23日～5月12日 北方町立図書館 幼児～児童生徒
長く読みつがれている本の紹介
展示・貸出

北方町立図書館 058-323-3155

君と読みたい本がある
えほん・児童書スペシャル

4月23日～5月12日 北方町立図書館 幼児～児童生徒
利用者の方のおすすめの本をコメント付
きで紹介　本と一緒に展示・貸出

北方町立図書館 058-323-3155

この本読んで 4月23日～5月12日 北方町立図書館 幼児～児童 えほんコーナー利用者への読み聞かせ 北方町立図書館 058-323-3155

こどもの読書週間
しおりプレゼント

4月23日～5月12日 北方町立図書館 幼児～児童生徒 図書貸出時に配布 北方町立図書館 058-323-3155

おりがみ教室 5月1日～5月5日 北方町立図書館 幼児～児童
こどもの日にちなみ伝承おりがみ
｢かぶと｣｢変わりかぶと｣おりがみ教室

北方町立図書館 058-323-3155

きりがみ教室 4月23日～5月12日 北方町立図書館 幼児～児童 きりがみあそびの実演 北方町立図書館 058-323-3155

読みつがれている絵本展 4月11日～5月17日
大垣市立図書館児童
閲覧室・上石津図書
館・墨俣図書館

幼児から小学生・
保護者

子どもたちに親しまれ、読みつがれてい
る絵本250タイトルの展示と貸出

大垣市立図書館児
童閲覧室・上石津図
書館・墨俣図書館

0584-78-2622
0584-45‐3118
0584-62‐3900

ちょっと大きなお話の会 4月18日、19日、25日、26日
大垣市立図書館児童
閲覧室

〃
お話の会「大きな樹」による絵本、紙芝
居の読み聞かせ

大垣市立図書館 0584-78-2622

親子で楽しむ紙工作教室
大垣市立図書館（4月29日）・上石
津図書館（5月2日）・墨俣図書館（5
月9日）

大垣市立図書館児童
閲覧室・上石津図書
館・墨俣図書館

〃
紙を使用しておもちゃを作り、親子で楽し
く遊ぶ

大垣市立図書館児
童閲覧室・上石津図
書館・墨俣図書館

0584-78-2622
0584-45‐3118
0584-62‐3900

「かぶと」を作ろう 4月29日 大垣市立図書館 小学生以上 新聞や広告を使ってかぶせるかぶとを 大垣市立図書館 0584-78-2622
インターナショナル・チルドレンス・
ブック・マンス（国際子どもの本の

3月27日～5月10日 海津市海津図書館 全利用者
アンデルセンやアンデルセン賞受賞者の
絵本や読み物の展示

海津市海津図書館 0584-53-1515

簡単ミニ絵本作り
4月18日 養老町図書館

幼稚園・小学低学
年

半完成品の材料を用いて、子どもたちが
思い思いに絵本を作成する

養老町図書館 0584-33-0215

こどもの本ぜーんぶ展 4月22日～5月9日 養老町図書館 幼稚園・小学生 一定期間内に発売された児童書を展示 養老町図書館 0584-33-0215

折り紙作ってみよう！ 4月25日 養老町図書館
幼稚園・小学低学
年

図書館の本を参考に簡単に出来る折紙
を親子で作る

養老町図書館 0584-33-0215
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「ぽけっと」さんの絵本の読み聞かせ　特別版 4月25日 タルイピアセンター 児童
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

図書館スタンプラリー 4月～6月 タルイピアセンター 児童

本の貸し出しと読み聞かせに参加してく
れた子どもにスタンプを押す。
多く参加してくれた子どもにはプレゼント
を渡す。

タルイピアセンター図
書館

ブックキャラバンおはなし隊（移動よみきかせ） 5月31日 タルイピアセンター 児童 出版社による読み聞かせボランティア活動
タルイピアセンター図
書館

本とあそぼう　全国訪問おはなし隊 5月9日 関ヶ原ふれあいｾﾝﾀｰ
2～10歳くらいの子
どもとその保護者

毎月第２・第４土曜日に行っているおは
なし会をスペシャル版として開催。

関ヶ原ふれあいｾﾝ
ﾀｰ・ふれあい図書館

0584-43-2233

本とあそぼう！
全国訪問おはなし隊

5月6日
神戸町立図書館駐車
場・多目的ホール

幼児園・小学生 全国訪問おはなし隊による「おはなし会」 神戸町立図書館 0584-27-9866

世界に１冊だけの絵本作り 4月25日
神戸町立図書館・多目
的ホール

幼児園・小学生 自分だけの絵本を作る 神戸町立図書館 0584-27-9866

図書館探検 5月5日 神戸町立図書館内 幼児園・小学生 図書館内を案内する 神戸町立図書館 0584-27-9866

笑顔のヒミツは本の中（展示） 4月21日～5月10日
揖斐川町図書館
谷汲図書館

図書館利用者
一般・児童

おすすめ本展示コーナーを活用して子ど
もの本を展示、ブックリストを作成

社会教育課
（揖斐川町図書館）

0585-22-0219

『世界を絵本でひとまわり』 4月14日～5月17日 郡上市図書館 一般
世界の色々な国から出版された絵本を
世界地図と共に紹介展示

郡上市図書館 0575-82-6006

おはなしマラソン 4月25日 郡上市図書館 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

郡上市図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル 4月18日 郡上市図書館 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

郡上市図書館 0575-82-6006

本とあそぼう『全国訪問おはなし隊』 5月16日 郡上市図書館 幼児～小学生
講談社の事業。本を積んだキャラバン
カーが来館、自由に絵本を読んだり、お
はなし会に参加したりする

郡上市図書館 0575-82-6006

外国のことばで聞くおはなし会 5月23日 郡上市図書館 小学生以上
日本語と英語で書かれた絵本を聞き比
べします。

郡上市図書館 0575-82-6006

おはなしフェスティバル 4月25日
郡上市図書館はちまん
分館

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

郡上市図書館はちま
ん分館

0575-65-6769

大きなおはなし会 4月25日
郡上市図書館やまと分
室

幼児～小学生
地域のおはなしボランティアによる、
ちょっと大きなおはなし会

郡上市図書館やまと
分室

0575-88-3381

おはなしフェスティバル 5月9日
郡上市図書館たかす分
室

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

郡上市図書館たかす
分室

0575-72-5076

図書館体験とおはなし会
4月27日
10:00～11:00

郡上市図書館めいほう
分室

幼児
本の借り方、返し方を体験。
絵本の読み聞かせ

郡上市図書館めいほ
う分室

0575-87-2016

0584-23-3746
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絵本展
～子ども読書週間にちなんで～

4月25日～5月28日
中山道みたけ館
１Ｆエントランスホール

児童～一般
絵本の魅力を紹介。飛び出す絵本や読
み比べ絵本の紹介も行います。

図書館 0574-67-7500

あかずきん読み比べ展 3月27日～4月23日 可児市立図書館本館 幼児・小学生
県図書館所有のあかずきんに関する本
５２冊の展示

可児市立図書館 0574-62-5120

さんしろう絵本ライブ 4月18日　14:00～ 可児市立図書館本館 幼児・小学生
絵本をスライドで映しながら､音楽を交え
て､読んだり、歌ったり､言葉あそびをした
り楽しいトークライブ。

可児市立図書館 0574-62-5120

指で織りなす折り紙作品展 4月25日～5月8日 可児市立図書館本館 幼児～大人まで
一枚の紙を折り重ねることにより、生ま
れる芸術作品。新しい紙遊びの世界をご
覧ください。

可児市立図書館 0574-62-5120

リンドグレーン生誕１０２年展 3月28日～4月23日
可児市立図書館桜ケ丘
分館

幼児・小学生から
大人まで

スウェーデンの作家アストリッド・リンドグ
レーンの空想力が生んだ素晴らしい作
品の数々を展示

可児市立図書館桜ケ
丘分館

0574-64-3473

天文の世界をのぞいてみよう 4月22日～5月10日
美濃加茂市中央図書
館ロビー

子ども

7月22日の日食を見る方法、加茂高等学
校気象天文部（現自然科学部）ＯＢの活
動記録や写真、国立天文台ハワイ観測
所で働く準教授からの宇宙のすすめメッ
セージをいただきましたので展示しま

生涯教育課中央図
書館

0574-25-7316

この本読んだ？ 4月14日～5月10日
美濃加茂市中央図書
館ロビー

どなたでも
図書館通信に今まで紹介してきた絵本
をふりかえり展示する

生涯教育課中央図
書館

0574-25-7316

図書館の上手な使い方
（子ども版）

4月23日～5月10日 美濃加茂市東図書館 どなたでも
図書館の利用案内を子ども向きにわか
りやすく紹介する。

生涯教育課東図書
館

0574-26-3001

赤ちゃんとお母さんのためのおはな
しの会　子ども読書の日スペシャル

4月23日（木）11:00～11:30
多治見市図書館2階絵
本コーナー

未就園児親子

未就園児親子の居場所作りとして開催
中の赤ちゃんとお母さんのためのおはな
しの会　通常の読みきかせに加えて、わ
らべうた、パネルシアターなども楽しみま
す。

多治見市図書館 0572-22-1047

展示【おはなしのとびらをノックしよ
う】

4月17日（金）～5月21日（木）
多治見市図書館2階児
童書コーナー

―

入学、入園の季節にあわせて図書館の
使い方や、調べ学習のしかたについて、
関連本を展示します。また、新たな季節
の始まりに、あいさつやマナーの本を展
示します。

多治見市図書館 0572-22-1047

児童書のブックガイド及び推薦書の
展示・貸出

4月18日～5月10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

子どもと本の広場 4月25日
総合文化センター・ホワ
イエ

保育園～小学校
低学年・その親

本の読み聞かせや人形劇、制作など 瑞浪市市民図書館 0572-68-5529

展示『しかけ絵本』 4月23日～5月12日 瑞浪市民図書館 子ども・その親 しかけ絵本の展示 瑞浪市市民図書館 0572-68-5529

特集『２５さいを過ぎた絵本』 4月23日～5月12日 瑞浪市民図書館 子ども・その親
初版から25年過ぎてもなお愛され続けて
いる絵本を特集して貸出

瑞浪市市民図書館 0572-68-5529
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『本とあそぼう　おはなし隊』 5月23日（土）
総合文化センター・和
室

子ども・その親 講談社のおはなし隊によるおはなし会 瑞浪市市民図書館 0572-68-5529

リサイクル市
4月25日
13:30～

瑞浪市民図書館 子ども・その親 リサイクル市の持ち帰りあり 瑞浪市市民図書館 0572-68-5529

広報誌への掲載 4月15日頃 恵那市中央図書館 児童・一般 ４月15日号広報誌による啓発 恵那市中央図書館 0573-25-5120

おはなし会の開催 4月25日 恵那市中央図書館 児童・一般
図書館職員と図書館サポーターの協働
によるおはなし会の開催

恵那市中央図書館 0573-25-5120

こども読書まつり
「押し花ｶｰﾄﾞ作り」

4月～5月の間で予定中
中津川市立
蛭川済美図書館

０歳～小学生

予め職員が押し花にしておいた春の草
花を子ども達が画用紙の台紙に色紙や
スタンプなど一緒に自由に貼り付けた作
品をパウチする。

中津川市立
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」

4月～5月の間で予定中
中津川市立
蛭川済美図書館

０歳～小学生

保育園児・小学校低学年・中学年・高学
年と問題を分けて作成し、クイズにチャレ
ンジしてもらう。全問正解者にはささやか
なプレゼントを渡す。

中津川市立
蛭川済美図書館

0573-45-2211

こども読書まつり
「工作教室」

4月～5月の間で予定中
中津川市立
蛭川済美図書館

０歳～小学生
リサイクル用品（牛乳パック・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ
ﾊﾟｰの芯など）を使って工作をする。

中津川市立
蛭川済美図書館

0573-45-2211

こども読書まつり
「おはなし会と折り紙教室」

4月～5月の間で予定中
中津川市立
蛭川済美図書館

０歳～小学生
「ボランティアサークルおはなし会」の会
員が絵本や紙芝居の読み聞かせと折り
紙の作り方を教える。

中津川市立
蛭川済美図書館

0573-45-2211

「子ども読書の日」しおりのプレゼン
ト、ポスター掲示

4月23日～5月12日
高山市図書館「煥章
館」

幼児、小中学生

本の貸し出しの際に手づくりのしおりプレ
ゼント
館内に「子ども読書の日」のポスターを
掲示

高山市図書館「煥章
館」

0577-32-3096

チラシを配布 4月23日～5月13日 小坂図書室
乳幼児学級にみえ
た方

乳幼児学級に子ども読書の日に関する
チラシを配布

小坂図書室 0576-62-3366

出張よみきかせ 4月23日頃 萩原小学校 小学生 隣接の小学校へ出張よみきかせ はぎわら図書館 0576-52-2900

しおり配布 4月23日～5月13日 はぎわら図書館 すべての方 来館者の方に押し花しおりを配布 はぎわら図書館 0576-52-2900

よみきかせ 5月2日 下呂図書館 乳幼児/小学生 よみきかせをする 下呂図書館 0576-25-2489

バルーン教室 5月2日 下呂図書館 乳幼児/小学生 バルーンアートを一緒に作る 下呂図書館 0576-25-3010

おはなしキャラバン隊 5月16日 金山市民会館 乳幼児/小学生
講談社の主催するおはなしキャラバン隊
に来てもらい、子どもたちによみきかせ
などをする

金山図書館 0576-32-2449


