
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２３年４月１９日現在）

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24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

図書の展示 4月23日(土)～5月12日(木)
岐阜市立図書館本館
児童室

地域 一般
「教科書にのっていたお話」
教科書に出てきたお話が載っている本を紹介、展示す
る。

岐阜市立図書館 058-262-2924

拡大版おはなし会 5月1日(日) ドリームシアター岐阜 地域
就園児から小学生
までの子どもとその
保護者

『実践童話の会によるおはなしの会「親子で一緒におは
なしを楽しもう！」』
実践童話の会による、親子で楽しむことができるおはな
し会。

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(土)～5月12日(木)
岐阜市立図書館本館、
分館、各図書室

地域 中学生以下
「友だちだいすき！」をテーマに、こども用ホームページ
のトップ画面のイラストを募集する。また、募集期間終了
後、寄せられたイラストを展示する。

岐阜市立図書館 058-262-2924

子ども司書体験 5月3日(火)・4日(水) 羽島市立図書館 地域 小学生
図書館カウンター受付・配架作業及び本のクリニックを
体験します。

羽島市立図書館 058-392-2270

親子で楽しむ工作教室 5月3日(火) 羽島市立図書館 地域 小学生

子どもの日に合わせ、ビニール袋や古新聞などで、「鯉
のぼり」や「かぶと」などを作ります。また、母の日のプレ
ゼント作りとして牛乳パックを利用した「小物入れ」を作り
ます。

羽島市立図書館 058-392-2270

人形劇公演 5月4日(水) 羽島市立図書館 地域 幼児・小学生 人形劇や紙芝居などを行います。 羽島市立図書館 058-392-2270

図書の展示　『こどもの本展』 4月2日(土)～5月12日(木)
各務原市立中央図書館
展示コーナー

地域 図書館利用者
図書館からのおすすめ本、外国作家の絵本や児童書を
展示する。

各務原市立中央図
書館

058-383-1122

図書の展示『友だち100冊つくるん
だ』

4月20日(水)～5月12日(木)
川島ほんの家
展示コーナー

地域 図書館利用者
こどもの読書週間（4/23～5/12）にちなんで、おすすめ
のこどもの本と本選びの参考図書を展示する。

川島ほんの家
（各務原市立中央
図書館分館）

0586-89-2811

図書の展示　『よみきかせにおすす
めの本』

4月23日(土)～6月2日(木)
もりの本やさん
展示コーナー

地域 図書館利用者 おはなし会などのよみきかせで人気の絵本を展示する。
もりの本やさん
（各務原市立中央
図書館分室）

058-370-7175

こどもの日　おはなし会 4月30日(土) 川島ほんの家 地域
幼児～児童とその
保護者

「こどもの日」にあわせたおはなし会や工作を実施する。
川島ほんの家
（各務原市立中央
図書館分館）

0586-89-2811

イベント『ぐりとぐらになって写真を撮
ろう！』

4月2日(土)～28日(木) もりの本やさん 地域
幼児～児童とその
保護者

絵本「ぐりとぐら」に出てくる帽子をかぶり、パネルの前で
写真撮影。

もりの本やさん
（各務原市立中央
図書館分室）

058-370-7175

対　　象

取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。



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２３年４月１９日現在）

取　組　名 日　　程 場　　所 概　　要 担当部署 電話番号対　　象

取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。

サンジョルディの日「本の交換会」 4月23日(土) 各務原市立中央図書館 地域 市民一般
サンジョルディの日にちなんで、おすすめの本の交換会
を行う。

各務原市立中央図
書館

058-383-1122

図書の展示 4月20日(水)～5月31日(火) 山県市図書館 地域 一般
「調べものができる本」をテーマに新しく購入した辞典や
図鑑や専門書のコーナーを作る。

山県市図書館 0581-36-3339

おはなしひろばスペシャル 5月8日(日) しんせいほんの森
図書
館

幼児から小学生 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

図書館クイズ 4月23日(土)～5月12日(木) しんせいほんの森
図書
館

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(土)～6月29日(水) しんせいほんの森
図書
館

幼児から小学生
貸し出し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

雑誌リサイクル 4月23日(土)～　なくなり次第 しんせいほんの森
図書
館

一般市民
図書館で使わなくなった雑誌を個人の所有にして家で読
む。

しんせいほんの森 058-323-5757

本リサイクル 5月1日(日)～　なくなり次第 しんせいほんの森
図書
館

一般市民
図書館で使わなくなった図書を個人の所有にして家で読
む。

しんせいほんの森 058-323-5757

「おはなしの世界」展示 3月5日(土)～4月17日(日) 岐南町図書館 地域 幼児親子
「おはなしの世界へ」をテーマに、アンパンマンなどの登
場人物等をペープ・サートや説明を展示する。

岐南町図書館 058-247-7737

児童生徒地図作品展 4月22日(金)～5月17日(火) 岐南町図書館 地域 児童・保護者 県の児童生徒地図の優秀作品を展示する。 岐南町図書館 058-247-7737

絵本を作ろう 4月1日(金)～5月8日(日) 岐南町図書館 地域 児童
飛び出す絵本の製作手順を紹介する。絵本の展示す
る。

岐南町図書館 058-247-7737

図書の展示 4月16日(土)～5月15日(日)
大垣市立図書館
3館

地域
市民一般
幼児～中学生

読み継がれている絵本、読み物の展示と貸出。
大垣市立図書館
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
お話会

4月16(土)・17(日)・23(土)・24(日)
大垣市立図書館
児童閲覧室
おはなしコーナー

地域
市民一般
幼児～小学生

毎週土日の読み聞かせより10分長いおはなし会。 大垣市立図書館 0584-78-2622



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２３年４月１９日現在）

取　組　名 日　　程 場　　所 概　　要 担当部署 電話番号対　　象

取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。

親子工作教室 4月29(金)
大垣市立図書館
3館

地域
幼児～小学生

簡単な製作遊びを通して、本に親しむ。
大垣市立図書館
上石津図書館
墨俣図書館

0584-78-2622

市報への掲載 4月 市内各戸配布の市報 地域 市民全般
市報の図書館だよりのページにて「子ども読書の日」に
関する啓発文書の掲載。

海津図書館 0584-53-1515

図書の展示 4月1日(金)～5月13日(金)
美濃加茂市中央図書館
ロビー

地域 市民一般

「すべての人に読書の楽しみを」をテーマに、音訳図書、
デイジー図書、点字図書、大活字、洋書を展示。ＰＴＮ２
やパソコンによる、音訳図書やデイジーの体験をできる
展示を行う。

美濃加茂市中央図
書館
生涯学習課

0574-25-7316

読み聞かせ 4月23日(土)
美濃加茂市中央図書館
児童コーナー

地域 市民一般
中国語、ポルトガル語、英語による絵本の読み聞かせを
行う。

美濃加茂市中央図
書館
生涯学習課

0574-25-7317

図書の展示 4月20日(水)～5月12日(木)
美濃加茂市東図書館
カウンター前

地域 市民一般
平成２３年度版小中学校「国語」教科書に掲載されてい
る本の紹介。

美濃加茂市東図書
館
生涯学習課

0574-26-3001

読み聞かせ 5月7日(土)
美濃加茂市東図書館
おはなしの部屋

地域 市民一般 絵本の読み聞かせと工作を行う。
美濃加茂市東図書
館
生涯学習課

0574-26-3001

さんしろう絵本ライブ 4月16日(土) 可児市立図書館 地域 親子５０組 杉山三四郎の絵本ライブを開催する。 可児市立図書館 0574‐62‐5120

読みくらべ絵本『ももたろう』展 3月26日(土)～4月28日(木) 可児市立図書館 地域 一般
岐阜県図書館より借用した『ももたろう』のいろいろな絵
本を展示する。

可児市立図書館 0574‐62‐5120

矢野アケミ『ジェリーのあーなあー
な』絵本原画展

4月30日(土)～5月26日(木) 可児市立図書館 地域 一般
絵本『ジェリーのあーなあーな』（矢野アケミ／作、大日
本図書）の原画を展示する。

可児市立図書館 0574‐62‐5120

児童向け図書の展示 4月1日(金)～30日(土)
タウンホールとみか図書
室

地域 利用者一般・子ども
「こどものくに」復刻版の展示とユーモア絵本コーナーの
設置。

富加町教育課 0574-54-2177

図書の展示 4月19日(火)～5月1日(日) 中央公民館図書室
川辺
町

町民一般
「子ども読書の日」を周知するため、図書室の児童コー
ナーにお勧め本の特設コーナーを設ける。

川辺町教育委員会 0574-53-2650

読みきかせ 4月16日(土) 美濃白川楽集館 地域 幼児・小学生 ボランティアによる読み聞かせ。 美濃白川楽集館 0574-74-1022



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２３年４月１９日現在）

取　組　名 日　　程 場　　所 概　　要 担当部署 電話番号対　　象

取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。

ワークショップ 4月29日(金) 美濃白川楽集館 地域 幼児・小学生
白地の袋にクレヨンでそれぞれが好きな絵を描き、自分
だけの絵本袋を作る。

美濃白川楽集館 0574-74-1022

図書の展示 4月1日(金)～27日(火) 中津川市立図書館 地域 一般市民
４月２日の国際子どもの本の日（アンデルセンの誕生
日）にちなんで「アンデルセン賞展」として日本の受賞者
を中心に絵本などを展示する。

中津川市立図書館 0573-66-1308

図書館探検隊（仮称） 4月23日(土) 中津川市立図書館 地域 子どもたち
クイズを書いた紙を配布し、図書館内のチェックポイント
をめぐる。回答用紙が全て埋まったら、ちょっとした景品
をプレゼント。（予定）

中津川市役所
生涯学習課

0573-66-1111

図書の展示 4月1日(金)～5月31日(火)
中津川市立済美図書館
児童コーナー

地域 小学生児童 「本」をテーマに、児童書を展示する。
中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

おはなし会と工作教室 未定
中津川市立済美図書館
学習室

地域 子どもたち
地域のボランティアサークル「おはなしの会」のみなさん
の協力による行事。

中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

押し花カードを作ろう 未定 中津川市立済美図書館 地域 子どもたち 春の花を押し花にし、パウチでカードにする。
中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

としょかんしらべクイズたいかい 未定 中津川市立済美図書館 地域 子どもたち
図書館にある本の中から、保育園、小学校低学年・中学
年・高学年とそれぞれにクイズを作り、挑戦してもらい、
全問正解者には宝石をプレゼント。

中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

リサイクル工作 未定 中津川市立済美図書館 地域 子どもたち
牛乳パック、ペットボトル、トイレットペーパーの芯などを
使った工作を行う。

中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

図書館だよりの作成 5月 中津川市立済美図書館 地域
保育園、小学校、
中学校の子どもた
ち

「子ども読書の日」に関するイベントや、本に関するお知
らせをおたよりにして配布し、周知する。

中津川市立蛭川済
美図書館

0573-45-2211

図書の展示 3月14日(月)～5月12日(木) 付知公民館図書室 地域 一般市民
・子ども読書の日のポスターを掲示。
・児童書コーナーの装飾や子ども向け図書が目立つよう
に展示する。

付知公民館
図書室

0573-82-3023

児童書のブックガイド及び推薦書の
展示・貸出

4月19日(火)～5月5日(木) 土岐市図書館 地域 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

市広報誌による啓発 4月15日(金) 市全体 地域 市民一般
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



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２３年４月１９日現在）

取　組　名 日　　程 場　　所 概　　要 担当部署 電話番号対　　象

取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。

子ども読書の日おはなし会の実施
4月26日(火)・30日(土)

5月3日(火)・7日(土)・10日(火)
恵那市中央図書館 地域 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(土)～5月12日(木) 恵那市中央図書館 地域 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

子どもと本の広場 4月23日(土)
瑞浪市総合文化セン
ター

地域 幼児向け
絵本の読み聞かせ、人形劇を開催。絵本、仕掛け絵本
を展示。

瑞浪市民図書館 0572-68-5529

絵本・仕掛け絵本の展示 4月23日(土)～5月7日(土) 瑞浪市民図書館 地域 一般 珍しい絵本や仕掛け絵本を展示。 瑞浪市民図書館 0572-68-5529

魔法の箱をつくろう 4月25日(日) 関市立図書館 地域 一般児童
折り紙をしながら算数を楽しく学ぶ。関連資料を紹介す
る。

関市立図書館 0575-24-2529

みんなであそぼう
～好きなあそびみつけ！～

4月28日(水) 関市立図書館 地域 一般児童
積み木や、読み語りなどを通して乳幼児と保護者一緒に
楽しい時間を過ごす。

関市立図書館 0574-24-2529

(展示)　おすすめの60冊 5月5日(水)～12日(水) 関市立図書館 地域 一般児童
特設コーナーにて、厚生労働省社会保障審議会推薦の
図書を展示、貸出する。

関市立図書館 0574-24-2529

くるくるまわるかざぐるま 5月5日(水) 関市立図書館 地域 一般児童
簡単に組み立てると完成するかざぐるま作りを開催す
る。

関市立図書館 0574-24-2529

～大わらいまちがいなし～
ゆかいなおはなし広場

5月5日(水) 関市立図書館 地域 一般児童
テレビや映画では味わえない生のおはなし2話を素語り
で行う。

関市立図書館 0574-24-2529

図書の展示 4月10日(日)～5月8日(日) 美濃市図書館 地域 市民一般
昔話、戦国時代、パンダ、鯉のぼり、鳥をテーマにした本
を展示し、読書の推奨を図る。

美濃市図書館 0575-33-2280

本とともだち 4月19日(火)～5月22日(日) 郡上市図書館（本館） 地域 幼児～一般
住民生活に光を注ぐ交付金を活用して購入した児童書
の展示。

郡上市図書館
（本館）

0575-82-6006

おはなしフェスティバル 4月16日(土) 郡上市図書館（本館） 地域 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



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２３年４月１９日現在）
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取り組みの詳細については、各図書館までお問い合わせください。

おはなしマラソン 4月23日(土) 郡上市図書館（本館） 地域 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 未定（5月） 郡上市図書館（本館） 地域 小学生 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

おはなしフェスティバル 4月23日(土)
郡上市図書館
（はちまん分館）

地域 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

スプリングコンサート 未定（5月）
郡上市図書館
（はちまん分館）

地域 幼児～一般
クラリネットアンサンブル「どるちぇ」による音楽と絵本ラ
イブ。

郡上市図書館
（はちまん分館）

0575-65-6769

おおきなおはなし会 5月23日(土)
郡上市図書館
（やまと分室）

地域 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

としょかんへいこう！読書スタンプラ
リー

4月22日(金)～5月31日(日)
郡上市図書館
（みなみ分室）

地域 幼児～小学生
おはなし会参加と図書館の本を借りるごとにカードにスタ
ンプを押し、集まったら小さな記念品を進呈。

郡上市図書館
（みなみ分室）

0575-79-3700

工作教室 4月23日(土)
郡上市図書館
（みなみ分室）

地域 幼児～小学生 紙粘土を使って、絵本のキャラクターマグネットを作る。
郡上市図書館
（みなみ分室）

0575-79-3700

お話を聞こう！本を借りてみよう！ 4月26日(火)
郡上市図書館
（めいほう分室）

地域 幼児
本の読み聞かせ。本の借り方など、図書室の利用のし
かたについての話を聞き、実際に借りてみる。

郡上市図書館
（めいほう分室）

0575-87-2016

「子ども読書週間」
しおりのプレゼント

4月23日(土)～5月12日(木)
高山市図書館
煥章館・分館

市民一般 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

春のおはなし会スペシャル！ 5月15日(日)
高山市図書館
煥章館

市民一般
おはなし会スペシャル
絵本の読み聞かせと簡単な工作をします。

高山市図書館
煥章館

0577-32-3096

ぬいぐるみのおとまり会 5月15日(日)
高山市図書館
煥章館

市民一般
お気に入りのぬいぐるみが図書館に泊まって様々な体
験をします。
記念写真をプレゼント。

高山市図書館
煥章館

0577-32-3096

ポスター展示
4月23日(土)～5月12日(木)
  （子ども読書期間中）

飛騨市神岡図書館  全員 館内に「こどもの読書週間」のポスターを掲示。 飛騨市神岡図書館 0578-82-1764



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２３年４月１９日現在）
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しおり配布
4月23日(土)～5月12日(木)
  （子ども読書期間中）

飛騨市神岡図書館 地域 乳幼児～児童 「こどもの読書週間」のしおりを配布。 飛騨市神岡図書館 0578-82-1764

地域読書 5月15日(日) 飛騨市神岡図書館 地域 幼児・児童
職員による読み聞かせや、工作「エコバッグ」作成  しお
りセットを配布。

飛騨市神岡図書館 0578-82-1764

おすすめ絵本の展示
4月23日(土)～5月12日(木)
  （子ども読書期間中）

飛騨市神岡図書館 地域 全員 読み聞かせグループが上演した絵本を展示・貸出。 飛騨市神岡図書館 0578-82-1764

百人の絵本作家と友だちになろう 4月23日(土)～5月12日(木)
飛騨市神岡図書館
飛騨市図書館こどもフロ
ア

地域 市民児童
「百人の絵本作家と友だちになろう」をテーマに、所定の
用紙に絵本作家百人の名前を書き込めたら、図書館か
ら粗品として「プラス１冊パスポート」を差し上げます。

飛騨市神岡図書館 0578-82-1764

手づくりしおり配布 4月23日(土)～5月12日(木) はぎわら図書館 地域 来館者 押し花の手づくりしおりを配布。 はぎわら図書館 0576-52-2900

こどもの読書週間おすすめ本展 4月23日(土)～5月13日(金) はぎわら図書館 地域 来館者 こどもの読書週間に読んでほしいおすすめ本を展示。 はぎわら図書館 0576-52-2900

大型絵本読み聞かせ 4月23日(土) はぎわら図書館 地域 来館者 大型絵本の読み聞かせをする。 はぎわら図書館 0576-52-2900

読み聞かせ 4月9日(土) 金山図書館 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。

下呂市立図書館
（金山図書館）

0576-32-2449

読み聞かせほか 5月7日(土) 下呂中央児童館 市内 児童
読み聞かせサークル「ひとつぶのたね」による読み聞か
せ
児童館と共催による工作。

下呂市立図書館
（下呂図書館）

0576-25-2252


