
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２２年）

取 組 名 日 程 場 所 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25日（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

親子で楽しむおはなしの会 5月9日（日）
岐阜市立図書館本館１Ｆ
ホール

市内
就園児～小学生及
びその保護者

実践童話の会によるおはなしの会
岐阜市立図書館本
館児童室

058-262-2924

図書の展示 4月23日（金）～5月12日（水）
岐阜市立図書館本館児
童室内

市内 来館者
テーマ「図書館ってどんなところ？」
内容：本や図書館が出てくる絵本や読み物を紹介しま
す。

岐阜市立図書館本
館児童室

058-262-2924

ホームページのイラスト募集 4月23日（金）～5月12日（水） 岐阜市立図書館全館 市内
中学生以下の来館
者

岐阜市立図書館の子ども用ホームページのトップ画面に
のせるイラストの募集。

岐阜市立図書館本
館児童室

058-262-2924

おはなし広場 5月1日（土）
羽島市立図書館
研修室

市内
幼児～小学校低学
年

絵本・紙芝居・ミュージックパネルシアターなどを行う。 羽島市立図書館 058-392-2270

子ども映画会 5月1日（土）
羽島市立図書館
研修室

市内 小学生 親子で楽しめるＤＶＤ作品を上映する。 羽島市立図書館 058-392-2270

人形劇公演 5月2日（日）
羽島市立図書館
研修室

市内
幼児～小学校低学
年

劇団「モンちゃんの会」による人形劇や紙芝居・クイズ等
を行う。

羽島市立図書館 058-392-2270

しおり・パタパタ絵本作り 5月1日（土）
羽島市立図書館
研修室

市内 小学生 エコ材料を使い、しおりやペンたて等を製作する。 羽島市立図書館 058-392-2270

子ども一日司書体験 5月3日（月）～4日（火）
羽島市立図書館

市内 市内小学生 カウンター体験・配架作業・本の修理体験等を行う。 羽島市立図書館 058-392-2270

バルンアート作り 5月5日（水）
羽島市立図書館
研修室

市内
保育園児～小学生
及びその保護者

風船を使い動物のかたちを製作する。 羽島市立図書館 058-392-2270

図書の展示『子どもの本』 4月2日（金）～22日（木）
各務原市立中央図書館
展示コーナー

利用者全般
子どもたちが興味をもちそうなクイズや怖い話などの本を
展示・貸出をする。

各務原市立中央図
書館

058-383-1122

図書の展示『たんけんしたいな本の
森』

4月20日（火）～5月16日（日）

各務原市立中央図書館
分館
川島ほんの家 展示コー
ナー

利用者全般
図書館職員からの子ども向けのおすすめ本を展示・貸出
をする。

各務原市立中央図
書館分室
川島ほんの家

0586-89-2811

図書の展示『よみきかせにおすす
め』

4月24日（土）～5月13日（木）

各務原市立中央図書館
分室
もりの本やさん 展示
コーナー

利用者全般 よみきかせで人気の絵本をあつめて、展示・貸出をする。
各務原市立中央図
書館分館
もりの本やさん

058-370-7175

お父さんお母さんのよみきかせ教室 5月15日（土）11:00-12:00 各務原市立中央図書館 利用者全般
絵本のよみきかせの大切さなどを知ってもらうための教
室。

各務原市立中央図
書館

058-383-1122

こどものためのおはなし会 5月9日（日）
各務原市立中央図書館
分室
もりの本やさん

幼児･児童とその保
護者

各務原市内で活動する読み聞かせボランティア・いちご
座さんによるよみきかせ。

各務原市立中央図
書館分室
もりの本やさん

058-370-7175

こどもの日おはなし会 5月1日（土）
各務原市立中央図書館
分館
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。

各務原市立中央図
書館分室
川島ほんの家

0586-89-2811

対 象
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古雑誌の配布 4月29日（木）～5月15日（土）
山県市図書館・ みやま
ジョイフル倶楽部図書室

図書館・図書室
利用者

図書館で閲覧してあった雑誌を無料で配布する。 山県市図書館 0581-36-3339

大きなえほんをよむ会 5月8日（土） 瑞穂市図書館 市内
保・幼から小学校中
学年まで

手づくり大型絵本や紙芝居、パネルシアターなどによる
お話の会。

瑞穂市図書館 058-326-2300

おはなしひろばスペシャル 5月9日（日）
しんせいほんの森 読書
室

幼児から小学生 人形劇、寸劇、ペープサート、切り紙 しんせいほんの森 058-323-5757

図書館クイズ 4月23日（金）～5月12日（水） しんせいほんの森 幼児から小学生 クロスワードパズル、迷路ゲーム 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（金）～6月29日（火） しんせいほんの森 乳児から小学生
貸出１冊につきスタンプを１個押し、２０個集めると特製し
おりを贈呈。

しんせいほんの森 058-323-5757

絵本の読み聞かせ 4月中旬から5月上旬 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

読みつがれている
おすすめ絵本展

4月17日（土）～5月16日（日）
大垣市立図書館
上石津図書館
墨俣図書館

市内 市民一般 読みつがれている絵本約２５０タイトルの展示と貸出し。
大垣市立図書館
図書第2係

0584-78-2622

春の読書月間 3月26日（金）～5月5日（水） 海津図書館 市内 利用者全般
春は出会いと別れの季節から、「ともだち」をテーマに、
絵本や読み物などを中心に展示する。

海津図書館 0584-53-1515

手づくり絵本作り 4月17日（土） 養老町図書館 町内 幼稚園・小学低学年
半完成品の材料を用いて、子どもたちが自分だけの絵本
を親子で作成する。

養老町図書館 0584-33-0215

おすすめ絵本の展示 4月24日（土）～5月22日（土） 養老町図書館 町内 幼稚園・小学生
長年読みつがれてきた絵本を、若いお母さん方に紹介・
展示する。

養老町図書館 0584-33-0215

折り紙作ってみよう！ 5月22日（土） 養老町図書館 町内 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

おはなしのへや 毎週土曜日 タルイピアセンター 町内 町民一般
絵本や紙芝居を紹介しながら、家庭での読み聞かせの
大切さについて学ぶ。

タルイピアセンター 0584-23-3746

ポスターの掲示 4月1日（木）～30日（金）
関ケ原町ふれあいセン
ターふれあい図書館

町内 町民 国からのポスターをふれあいセンター内に掲示する。
関ケ原町ふれあい
センターふれあい
図書館

0584-43-2233

図書の展示 4月・5月 神戸町立図書館 町内 図書館利用者
4月「レオ・レオニ生誕百年」、5月「赤羽末吉生誕百年」を
テーマに、所蔵する絵本を展示し貸出する。

神戸町立図書館 0584-27-9866

世界で１冊だけの絵本づくり 4月25日（日） 神戸町立図書館 町内 町内親子
「手作り絵本の会」による自分だけのオリジナル絵本づく
り。

神戸町立図書館 0584-27-9866

図書館探検ツアー 4月29日（木・祝） 神戸町立図書館 町内 小学生
図書館の中を職員が案内。図書の返却や展示室にある
鉄道模型の運転を体験してもらう。

神戸町立図書館 0584-27-9866
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おはなしマラソン 5月8日（土） 神戸町立図書館 町内 図書館児童利用者
読み聞かせボランティアの方々を中心に、１人一つのお
はなしをしてもらう。

神戸町立図書館 0584-27-9866

ポスターの掲示 4月・5月 神戸町立図書館 町内 図書館利用者 ポスターの掲示と、関連行事のちらしを配布。 神戸町立図書館 0584-27-9866

図書の展示 4月20日（火）～5月20日（木）
ハートピア
安八図書館

町内 図書館利用者
定例のテーマ展示の拡大版としておすすめする
本の展示を行う。

ハートピア
安八図書館

0584-63-1515

子ども読書テーマにちなんだ図書の
展示及びお話会

4月20日（火）～5月11日（火）
揖斐川図書館
谷汲図書館

町内 町内親子
・テーマに添う親子で楽しめる絵本・児童書の展示とリス
トの配布
・絵本読み聞かせ

揖斐川図書館
谷汲図書館

0585-22-0219

読み聞かせ 絵本学級「青い空」と
共に

4月18日（日） 大野町立図書館 町内 幼児・児童
館内で、幼児・児童を対象に、紙芝居や大型絵本の読み
聞かせを行う。

大野町立図書館 0585-32-1113

手作りポスターの掲示等 4月1日（木）～5月12日（水） 大野町立図書館 町内 町民一般
読書週間のポスター及び独自に作成した読書週間のポ
スターを掲示。広報誌への掲載。

大野町立図書館 0585-32-1113

子ども読書週間イベント 講談社「お
はなし隊」 児童書閲覧（キャラバ
ンカー）とお話し会

5月10日（月） 大野町立図書館 町内 幼児・児童
図書館横の広場にキャラバンカーを駐車し、キャラバン
カー内の本を楽しむ。また、多目的ホールにて、読み聞
かせも行う。

大野町立図書館 0585-32-1113

ポスターの掲示 4月上旬～5月半ば 池田町図書館 町内 図書館利用者
館内に2010 ･ 第52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 町内 池田町住民
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 子ども読書週間中 池田町内 町内 池田町住民
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月半ば 池田町図書館 町内 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

「こどもの読書週間」ポスター展 4月15日（木）～5月12日（水） 郡上市図書館(本館) 市内 一般 歴代のこども読書週間のポスターの展示。
郡上市図書館
(本館)

0575-82-6006

図書館貯金始めませんか 3月27日(土)～ 郡上市図書館(本館) 市内 小学生～一般
図書館で借りる本を、もし買ったとしたら、いくらになるの
か、払った分の金額を図書館通帳に記入。

郡上市図書館
(本館)

0575-82-6006

おはなしフェスティバル 4月17日(土) 郡上市図書館(本館) 市内 幼児～小学生 市内で活動する読み聞かせボランティアによる発表会。
郡上市図書館
(本館)

0575-82-6006

おはなしマラソン 4月24日(土) 郡上市図書館(本館) 市内 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
(本館)

0575-82-6006

外国の言葉で聞くおはなし会 5月15日(土) 郡上市図書館(本館) 市内 小学生～中学生 英語版と日本語版の同じ絵本の読み比べ。
郡上市図書館
(本館)

0575-82-6006

スプリングコンサート 4月3日(土)
郡上市図書館はちまん
分館

市内 幼児～一般
市内の管弦楽グループによるコンサート＆絵本の読み聞
かせ。

郡上市図書館はち
まん分館

0575-65-6769
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おはなしフェスティバル 4月24日(土)
郡上市図書館はちまん
分館

市内 幼児～小学生 市内で活動する読み聞かせボランティアによる発表会。
郡上市図書館はち
まん分館

0575-65-6769

おおきなおはなし会 4月24日(土)
郡上市図書館やまと分
室

市内 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

春のおはなし会 4月27日(火)
郡上市図書館めいほう
分室

市内 年長児
春の話の読み聞かせと、ひとりで本を借りたり、返したり
の体験。

郡上市図書館めい
ほう分室

0575-87-2016

魔法の箱をつくろう
4月25日（日)
10:00-12:00

わかくさ・プラザ学習情報
館2F「創作実習室」

市内
小学生児童と保護
者

折り紙をしながら算数を楽しく学びます。関連資料を展
示、紹介します。

関市立図書館 0575-24-2529

みんなであそぼう
4月28日(水)
10:30-12:00

関市立図書館内「おはな
しコーナー」

市内 乳幼児と保護者
折り紙や積み木、読み語りなどを通して、一緒に楽しい
時間を過ごします。

関市立図書館 0575-24-2529

4月のおはなし会

4月
3日(土) 4日(日)
10日（土） 11日（日）
17日（土） 18日（日）
24日（土） 25日（日）
14:00-15:00

関市立図書館内「おはな
しコーナー」

市内
児童・乳幼児と保護
者

読み聞かせグループによる、大型絵本を使っての読み聞
かせや、紙芝居を行います。

関市立図書館 0575-24-2529

くるくるまわるかざぐるま
5月5日(水・祝)
10:00-12:00

関市立図書館内「児童書
コーナー」

市内 児童
紙を折らずに組み立ててかざぐるまを作ります。関連資
料を展示、紹介します。

関市立図書館 0575-24-2529

ゆかいなおはなし広場
5月5日(水・祝)
14:00-15:00

関市立図書館内「おはな
しコーナー」

市内
児童・乳幼児と保護
者

テレビや映画では味わえない生のおはなし会を行いま
す。

関市立図書館 0575-24-2529

第2回みんなであそぼう
5月26日(水)
10:30-12:00

関市立図書館内「おはな
しコーナー」

市内 乳幼児と保護者
折り紙や積み木、読み語りなどを通して、一緒に楽しい
時間を過ごします。

関市立図書館 0575-24-2529

5月のおはなし会

5月
1日（土） 2日（日）
8日（土） 9日（日）
15日(土） 16日(日）
22日(土) 23日(日)
14:00-15:00

関市立図書館内「おはな
しコーナー」

市内
児童・乳幼児と保護
者

読み聞かせグループによる、大型絵本を使っての読み聞
かせや、紙芝居を行います。

関市立図書館 0575-24-2529

図書の展示 4月23日（金）～5月28日（金） 美濃市図書館 市内 市民一般
「怪獣」「図書館」「のりもの」「鳥」をテーマに、読書の薦
めの展示を行う。

美濃市図書館 0575-35-2280

子ども読書の日記念行事 劇団「は
らぺこ」の人形劇

4月25日（日）10：30～11:15
美濃加茂市中央図書館
集会室

市内 市民一般
ﾚｵ・ﾚｵﾆと影響を受けた作家の絵本展4/1(木)～
5/15(土)を開催予定で、その関連でﾚｵ・ﾚｵﾆの作品『フレ
デリック』などを上演。読み聞かせも行う。（無料）

美濃加茂市中央図
書館

0574-25-7316

子ども読書の日記念行事「カルタ会」 5月8日（土）11:00～12:00
美濃加茂市東図書館視
聴覚ホール

市内 市民一般
「岐阜県方言カルタ」や「郷土カルタ」を使って、カルタとり
大会を開催します。（無料）

美濃加茂市東図書
館

0574-26-3001

さんしろう絵本ライブ 4月17日（土） 可児市立図書館学習室 市内 市民一般
杉山三四郎さんによる、スライドと楽器を使った楽しい絵
本のトークライブです。

可児市立図書館 0574-62-5120

図書の展示 4月20日（火）～5月2日（日）
川辺町中央公民館
図書室

町内 町民一般
「子ども読書の日」を知ってもらうために、図書室の児童
コーナーにお勧め本の特設コーナーを設置する。

川辺町教育委員会 0574-53-2650

手作り絵本 4月29日（木） 楽集館（白川町） 町内 町民親子
保育園児と小学生を対象にして、楽集館職員が講師と
なって手作り絵本をつくる。

楽集館 0574-74-1022
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読み聞かせ
4月29日（木）
5月8日（土）

楽集館（白川町） 町内 町民親子
保育園児や小学生を対象にして、楽集館職員（4月29日）
と町内の読み聞かせサークルのメンバー（5月8日）が読
み聞かせをする。

楽集館 0574-74-1022

展示開催：本を読もう展～国民読書
年にちなんで～

5月1日(土）～27日（木） 中山道みたけ館 町内 児童から一般まで
2010年国民読書年５月の子ども読書週間にちなんで、伏
見小学校のうちどくの取り組み展示。親子でオススメ絵
本などを紹介する。

生涯学習課文化振
興係中山道みたけ
館図書館

0574-67-7500

子ども情報センターまつり 4月10日（土）～11日（日）
多治見市子ども情報セン
ター

市内 市民一般
地域の高校生や読みきかせグループによる読みきかせ
やエプロンシアター、その他各種の企画あり。

多治見市子ども情
報センター

0572-25-0341

英語でおはなし会 4月21日（水）
多治見市子ども情報セン
ター

市内 市民一般
英語で書かれた絵本の読みきかせの他、英語の歌や
ゲームで楽しむ。

多治見市子ども情
報センター

0572-25-0341

児童書のブックガイド及び推薦書の
展示・貸出

4月20日（火）～5月9日（日） 土岐市図書館 市内 市民一般
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24日(土） 総合文化センター 市内 市民一般
読み聞かせ、人形劇などを行い、子どもたちに読書の楽
しさを知ってもらう。

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

特集本の展示 4月27日(火）～5月23日(日） 瑞浪市民図書館 市内 市民一般
楽しい絵本を中心に子どもたちに読んでもらいたい本を
展示。

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

絵本作家講演会 5月16日(日） 総合文化センター 市内 市民一般
絵本作家高畠純による講演と親子ワークショップを開
催。（受講料300円）

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

広報誌掲載・図書館だよりの配布 5月号 蛭川済美図書館 蛭川 ０歳～中学生
５月号の広報誌に掲載、保育園・小学校・中学校に図書
館だよりを配布、地域内有線放送。

蛭川済美図書館 0573-45-2211(内線310)

済美図書館100周年こども読書まつ
り「しらべクイズ大会」

5月11日（火）と12日（水） 蛭川済美図書館 蛭川 ０歳～中学生
保育園児・小学校低学年・中学年・高学年に分けて問題
を作成。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。

蛭川済美図書館 0573-45-2211(内線310)

済美図書館100周年こども読書まつ
り「リサイクル工作教室」

5月20日（木）・21日（金）・22日
（土）

蛭川済美図書館 蛭川 ０歳～中学生
牛乳パック・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯・新聞紙などをリサイクル
した工作教室。テーマは「モモンガ飛行機をつくろう」。

蛭川済美図書館 0573-45-2211(内線310)

済美図書館100周年子ども読書まつ
り「押し花カード作り」

5月6日（木）・7日（金）・8日（土） 蛭川済美図書館 蛭川 ０歳～一般
春の草花の押し花に、色紙やスタンプなどを合わせて台
紙に貼り付け、パウチしてオリジナルカードを作る。

蛭川済美図書館 0573-45-2211(内線310)

済美図書館100周年子ども読書まつ
り「おはなし会とミニ工作」

5月18日（火） 蛭川済美図書館 蛭川 ０歳～中学生
ボランティアサークル「おはなしの会」のみなさんによるイ
ベント。大型絵本や紙芝居の読み聞かせと、おりがみ教
室。

蛭川済美図書館 0573-45-2211(内線310)

市広報誌による啓発 4月15日（月） 市全体 市内 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20日（火）・24日（土）・27日
（火）・5月1日（土）

恵那市中央図書館 市内 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18日（日）～5月5日（水） 恵那市中央図書館 市内 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

「子ども読書週間」
しおりのプレゼント

4月23日(金)～5月12日(水)
高山市図書館
煥章館・分館

市内 児童 本の貸出の際に手作りのしおりをプレゼント。
高山市図書館
煥章館

0577-32-3096
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ドキドキ！春のおはなし会 4月25日(日)
高山市図書館
煥章館

市内
幼児～小学生とそ
の保護者

おはなし会スペシャル
ボランティアによる読み聞かせ・簡単な工作。

高山市図書館
煥章館

0577-32-3096

自分だけのしおりを作ろう 4月18日(日) 飛騨市神岡図書館 市内 幼児児童
ボランティアによるエプロンシアターを行い印象に残った
場面を絵に描いてしおりにする。

飛騨市神岡図書館 0578-82-1764

図書の展示 4月16日(金)～5月12日（水） 飛騨市神岡図書館 市内 幼児児童 「本」や「図書館」が出てくる絵本や物語を展示。 飛騨市神岡図書館 1578-82-1764

スタンプラリー 4月23日(金)～5月31日（月） 飛騨市図書館 市内 市民児童
指定の用紙に借りた本の分類とタイトルを記入して、各
分類の「木」をうめていくスタンプラリー。

飛騨市図書館 0577-73-5600

手づくりしおり配布 4月23日（金）～5月12日（水） 下呂市はぎわら図書館 市内 児童 押し花の手づくりしおりを配布。
下呂市はぎわら図
書館

0576-52-2900

家族で楽しむ絵本展 4月23日（金）～5月12日（水） 下呂市はぎわら図書館 市内 親子 家族で楽しめる絵本をジャンル別に展示。
下呂市はぎわら図
書館

0576-52-2900

読み聞かせ会 5月8日（土） 下呂中央児童館 市内 児童 読み聞かせ 下呂市下呂図書館 0576-25-2252

ステンドグラス風壁掛け作り教室 5月8日（土） 下呂中央児童館 市内 児童 児童館の先生によるステンドグラス風壁掛け作り教室。 下呂市下呂図書館 0576-25-2252

読み聞かせ会 5月8日（土） 金山図書室 市内 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。

下呂市金山図書館 0576-32-2449


