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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

調べ展示
「いっしょに　よもう、
いっぱい　よもう」

4月14日～5月17日 秋田県立図書館
「ひとみキラキラ　本にどきどき」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
こどもの読書週間に合わせた展示・貸し出しを行った。

（出張展示）はなわんこと考えるSDG
ｓ展（コモッセバースデーイベント）

4月14日～4月27日
鹿角市立花輪図書館

花輪市民センター

花輪市民センターギャラリー展に展示
・SDGｓ「１７の目標にあわせた関連児童図書展示」
・「鹿角子どもＳＤＧｓクラブ」会員児童の壁新聞
・ＳＤＧｓに取り組む地元団体を紹介した新聞連載記事　
を拡大して紹介

はなわんこと考えるSDGｓ（コモッセ
バースデーイベント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月17日

鹿角市立花輪図書館
教育委員会生涯学習課

花輪市民センター
子ども未来センター

福祉総務課地域福祉班
鹿角市社会福祉協議会

鹿角市文化の杜交流館サポーター

鹿角市文化の杜交流館コモッセ開館記念日に合わせ
て開催。装具をつけ、高齢者疑似体験や手話体験、
SDGsガチャに入っている「１７の目標」シールを貼る。
気になる図書を借りる、車いすや点字ブロック、障害者
スポーツ等、様々なミッションをクリアすると、リサイクル
図書館バックやSDGｓすごろく、ウエットティッシュやお
りがみがもらえる。

BOOK FOR YOU　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月17日～5月5日 鹿角市立花輪図書館 寄贈不用図書のリサイクル

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　
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［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

はなわんこのおはなし工作会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日
鹿角市立花輪図書館

花輪市民センター
工作：読書通帳と図書カード入れ
大型絵本読み聞かせ

かえってきた！ゴールデンはなわん
こをさがせ！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月5日
鹿角市立花輪図書館

鹿角市文化の杜交流館サポーター
児童室の図書に挟んでいる、大型の金色はなわんこ
栞をさがしだし、合わせて読みたい本を借りる。

（出張展示）小児コロナワクチン接種
会場へ児童書展示貸出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月7日
鹿角市立花輪図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿角市新型コロナウイルス感染症対
策室

かづの厚生病院、ワクチン接種会場の待合室へブラウ
ジング用児童書展示・貸出し

（館内展示）　はなわんこと考える
SDGｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月1日～4月22日 鹿角市立花輪図書館 SDGs関連図書展示・貸出し

（館内展示）こどもの読書週間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日～5月12日 鹿角市立花輪図書館
令和４年度読書感想課題図書やあふれちゃんのえほ
んばこ２０２２（秋田県あきた未来創造部）図書の展示・
貸出し
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（館内展示）なぞなぞはらっぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月13日～5月31日 鹿角市立花輪図書館
植物や自然に関する児童書展示貸出し　絵本表紙
になぞなぞを付して興味関心を引き出す

展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「Towada Gallery第72弾　としょかん

SDGｓ展」 
4月29日～5月29日

鹿角市立花輪図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿角市立立山文庫継承

十和田図書館
鹿角子どもSDGs

SDGsに関する資料展示、鹿角子どもSDGs作成のミニ
新聞掲示、ブックリスト配布

展示 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「子どもの本総選挙・十和田図書館

おすすめ本」
4月23日～6月17日

鹿角市立立山文庫継承
十和田図書館

こどもの本総選挙でランキング入りした図書の展示・紹
介

行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「あおぞらぶっく号ＤＥエンジョイア

ルパス」                                                          
5月1日

鹿角市立立山文庫継承
十和田図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿角総合運動施設アルパス

移動図書館車によるこどもの読書週間イベント第1弾
運動施設場での貸し出しとあおぞらおはなし会

展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「こどもの読書週間　おすすめ本展

示」
5月1日～5月15日

鹿角市立立山文庫継承
十和田図書館

十和田図書館スタッフおすすめ本の展示
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行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「毛馬内商店街こどもの日　移動図

書館車出張貸出」                                                             
5月5日

鹿角市立立山文庫継承
十和田図書館

毛馬内商店街こどもの日ホコ天&
ワークショップ実行委員会

移動図書館車によるこどもの読書週間イベント第2弾
地元商店街（ホコ天イベント）での貸し出し

春の図書館わくわくクラブ                                                                                                                           
第１5回　昭和の紙芝居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月23日 小坂町立小坂図書館

昭和の紙芝居屋さんに扮したおじさん（図書館ボラン
ティア）が、鐘を鳴らしながら自転車で登場。自転車の
荷台に乗せた、昔懐かしい木枠の紙芝居舞台で、２話
の紙芝居を熱演しました。この事業は平成19年に新設
された「昭和の日」にちなんで始めた事業で、今年で
15回目になります。

おはなしランプ「しょくぶつ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日
図書館ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「おはなしぼっくす」

小坂町立小坂図書館

「しょくぶつ」に関係した絵本など、2冊の絵本の読みき
かせを行ったあとに、簡単ちょこっと工作で「おはなの
かんむり」を作成しました。モールのリースに花形の
フェルトや羊毛フェルトをからませ飾り付けて、完成さ
せました。

４月の図書展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月1日～4月30日 小坂町立小坂図書館
「入園・入学」がテーマの絵本展示
「春がきた」がテーマの絵本展示
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５月の図書展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月1日～5月31日 小坂町立小坂図書館
「おかあさん」がテーマの絵本展示
「とり」がテーマの展示

図書館でビンゴ 4月22日～5月22日 大館市立栗盛記念図書館

読む本のテーマをマス目に設定したビンゴカード（３×
３の９マス）を配布し、テーマに沿った本を借りて読むこ
とでビンゴを完成させる。期間内に目標を達成した参
加者には記念品を贈呈する。

「こども読書の日」
展示

4月23日～5月31日 大館市立花矢図書館
タイトル：「人気の本を読もう」
昨年の貸出冊数の多かった児童書(絵本を含む）をリス
トアップし、展示

こどもの読書週間「大型絵本展示」 4月23日～5月30日
大館市立田代図書館                                                                 

大館市山瀬児童仲良しクラブ               
大館市立山瀬小学校

小学校内にある放課後児童クラブに大型絵本を展示
し、利用している子どもたちに自由に読んでもらった。

こいのぼりをつくろう 4月23日～5月25日 大館市立比内図書館
うろこの形のカードにおすすめの本のタイトルを書いて
もらい、壁面に貼ったこいのぼりの台紙に貼ってこいの
ぼりを完成させる。
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図書のテーマ展示 3月29日～5月29日 北秋田市鷹巣図書館
子ども向け図書のテーマ展示
「春がいっぱい」

おはなし会
「おはなしでてこいみに」

5月1日
北秋田市鷹巣図書館

「図書館ボランティア たまてばこ」

図書館ボランティア「たまてばこ」による館内ミニおはな
し会を開催した。（人形劇、手あそび、大型絵本、紙芝
居など）

図書館体験デー 5月10日～5月30日

北秋田市鷹巣図書館
北秋田市森吉図書館

北秋田市合川公民館図書室
北秋田市阿仁公民館図書室

「図書館ボランティア たまてばこ」
「にじいろぱれっと」
「はなしっこの会」
「おはなしピッコロ」

「北秋田市読み聞かせ隊
 おはなしどんどこ」

市内保育園・認定こども園を対象に、
幼児のうちから図書館に親しみ、読書の習慣づけや楽
しさを知るきっかけとなることを目的として実施した。
・市内読み聞かせボランティアグループによるおはなし
会
・図書館の利用についての説明
・図書貸出カードの発行
・館内での閲覧・貸出

図書のテーマ展示 4月15日～5月20日 北秋田市森吉図書館
子ども向け図書のテーマ展示
「ファンタジーの世界へ」
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こどもの読書週間特別展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「はるがきた」                                                                                             

4月5日～5月13日 上小阿仁村立図書館 絵本の展示・貸出

こどもの読書週間特別展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「大型絵本展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月5日～5月13日 上小阿仁村立図書館 大型絵本の展示

おはなし会 4月23日
能代市立能代図書館　　　　　　　　　　　

読み聞かせボランティア
「ホワイトブックス」

幼児向け絵本の読み聞かせ

ぬいぐるみのおとまり会 5月28日 能代市立二ツ井図書館
ぬいぐるみが持ち主とおはなし会に参加した後、図書
館に一泊する。翌日、図書館員とぬいぐるみが一緒に
選んだ本を持ち主に貸し出す。

おはなしの会 4月23日・30日・5月7日
秋田市立中央図書館明徳館                                                                                                  

明徳館ボランティアの会
「おはなしの会」

幼児から小学校低学年までの子どもとその保護者を対
象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。
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こどもの読書週間資料展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「本ではぐくむ　こどものこころ」

4月19日～5月15日 秋田市立中央図書館明徳館

０歳前半頃から小学校入学前後の頃まで、各年齢
ごとにわけて本選びのポイントを紹介し、おすすめの
本を展示した。また、読書のバリアフリーのための点字
の本や大活字本などを展示し、貸出しを行った。

子ども読書活動推進事業
「訪問おはなし会」

4月27日・28日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5月10日～12日

秋田市立中央図書館明徳館                                                                                              
明徳館ボランティアの会

「おはなしの会」

毎週土曜日に館内で開催している「おはなしの会」を、
期間中の平日に子どもたちのいる施設で開催した。

こどもの読書週間資料展示
「５月といえば・・・！？」

4月29日～5月12日
秋田市立中央図書館明徳館

河辺分館

本の主題やキーワードと、５月上旬の様々な記念日、５
月の行事、春の食べ物などを結びつけて紹介した資
料展示。対象は幼児から小学校低学年。

図書館ものしりさんぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月16日・17日 秋田市立新屋図書館
子どもを主な対象に、館内各所に図書館に関するクイ
ズを隠し、それを探しながらクイズを解いてもらうイベン
トを実施した。

春のブックフェア「世界一周！おは
なし旅行にでかけよう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月19日～5月15日 秋田市立新屋図書館
こどもの読書週間にあわせ、世界各国に関連する児童
書の展示・貸出しを行ったほか、館内各所に各国の紹
介POPを掲示した。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

おはなしのしずくのおはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月7日・10日 秋田市立新屋図書館

おはなしのしずくのおはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乳幼児から小学生までを対象とした、ボランティアグ
ループ「おはなしのしずく」による絵本の読み聞かせを
行った。

こどもの読書週間関連資料展示            　　　　　　　　　　　4月1日～5月15日 秋田市立土崎図書館
「小学生・中学生の選書体験」で児童・生徒が選び、学
校へ団体貸出しを行っていた本を、読書期間中に図
書館で展示・紹介し、貸出しを行った。

土崎図書館１２０周年記念事業　市
民親子講座　　　　　　　　　　　　　　　　

5月14日 秋田市立土崎図書館
親子でおはなし会に参加しながら、実際にスマートフォ
ンやデジタルカメラを使って子どもの写真を上手に撮
影するコツを学ぶ講座を行った。

雄和図書館おはなし会 4月26日 秋田市立雄和図書館
ボランティア「つくしんぼ」による絵本や紙芝居の読み
きかせ

こども読書週間展示 4月19日～5月17日 男鹿市立図書館
昨年度購入した児童書や、こどもの本総選挙で選ば
れた本を中心に展示
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企画展示「おすすめ図書」 4月1日～5月30日 潟上市図書館
幼児・児童向けのおすすめ図書の企画展示を実施し
た。

企画展示「おすすめ本コーナー」 4月1日～5月30日 潟上市図書館　昭和分館
幼児・児童向けのおすすめ図書の企画展示を実施し
た。

たいようこども園と
学校図書室への出張展示

「図書館から本がやってきた」
4月14日～5月12日 八郎潟町立図書館

町の幼保連携施設で大型絵本5冊、
小中併設校の学校図書室で、
小・中学生向けの本を各30冊ずつ展示

プラス3冊キャンペーン 4月25日～5月8日 八郎潟町立図書館
子ども読書週間にあわせて、貸出冊数を
通常の5冊にプラス3冊で8冊まで借りられる
キャンペーン

ゆりかごおはなし会 5月15日 八郎潟町立図書館 0～2歳児までを対象としたおはなし会
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

おはなしマルシェ 4月17日 八郎潟町立図書館 2歳児～小学校低学年までを対象としたおはなし会

友情ってなんだろう？ 4月1日～4月30日 八郎潟町立図書館 中高生向け4月展示

ともだちの本 4月1日～4月30日 八郎潟町立図書館 児童向け4月展示

2021年度ベストリーダーえほん30冊
＆アンデルセンのえほん

4月1日～4月30日 八郎潟町立図書館 えほんのへや4月展示

なぜ？を考える 5月1日～5月31日 八郎潟町立図書館 中高生向け5月展示
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

たくさんの「なぜ？」 5月1日～5月31日 八郎潟町立図書館 児童向け5月展示

えほんをよもうよ！シリーズ
”ともだちできたかな？”

5月1日～5月31日 八郎潟町立図書館 えほんのへや5月展示

第42回手作り絵本展 4月29日～5月30日 由利本荘市中央図書館

自作の絵本を一般市民から募集・展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（テーマ・材料・サイズ等自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
応募数　個人：30名、34点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体：保育園1・小学校1

おはなし会 5月14日 由利本荘市中央図書館 絵本の読み聞かせ　ほか

ヨミキカセ・ワールドワイド 5月28日 由利本荘市中央図書館 外国人出演、母国語による絵本の読み聞かせ　ほか
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

ミニ企画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「動物園へ行こう！」

4～5月 由利本荘市岩城図書館 動物や動物園に関する展示

ミニ企画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「国語の教科書に載った作品」

4～6月 由利本荘市岩城図書館 国語の教科書に載った作品を集めた展示

今月の絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「田島征三」

4月 由利本荘市岩城図書館 田島征三氏に関する絵本の展示

今月の絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「きたやまようこ」

5月 由利本荘市岩城図書館 きたやまようこ氏に関する絵本の展示

ミニ企画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「かいけつゾロリ３５周年」                                                                                                                                            

5～7月 由利本荘市岩城図書館 かいけつゾロリのシリーズを展示
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

図書の展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月15日～5月15日 由利本荘市由利図書館
企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①児童図書「キラキラ☆かわいい」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②児童図書「探す＆見つける」

民話紙芝居上演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日
民話サークル　　　　　　　　　　　　　　　　

由利本荘市由利図書館
由利の民話シリーズの紙芝居上演

おはなしでてこい！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月8日
読み聞かせ会つくしんぼ　　　　　　　　　　　
由利本荘市由利図書館

絵本の読み聞かせ

古本お持ち帰りコーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月22日～5月12日 由利本荘市由利図書館
家庭で不要になった古本を収集、図書館の除籍本と
一緒に読みたい人が自由に持ち帰りできるコーナーを
設置。古本の再利用と読書活動推進を図る。

おはなしのへや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日
出羽伝承館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（由利本荘市大内公民館図書室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
読み聞かせボランティアすずめの巣

絵本の読み聞かせ等
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

読書ポイントカード 4月23日～3月31日 にかほ市立図書館

対象：小学生
借りた本の数だけポイントがたまる。（1回につき10冊まで）

100ポイント満点者を館内で紹介する。
こどもの読書週間初日に合わせて開始する。

館内展示
「読書通帳ってなに？

使い方とおすすめの本」
4月1日～4月30日 大仙市立大曲図書館

　大仙市で行なっている「子ども読書通帳」についての
説明とおすすめの本の紹介を館内展示を行い、読書
について関心をもってもらえるよう啓発を行った。

絵本・児童書展示
「ひとみキラキラ　本にドキドキ」

4月13日～5月13日 大仙市立神岡図書館
こどもの読書週間の時期に合わせて、県立図書館の
テーマ展示セットを利用して展示した。

テーマ展示「チャレンジ」 4月1日～4月30日 大仙市立西仙北図書館
新生活がスタートする年度初めに合わせて、新しいこと
に挑戦するために役立つ子供向けの本や絵本を展示
した。
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

館内展示
「しらべてみたら

わかる・たのしい！」
4月23日～5月12日 大仙市立中仙図書館

対象：小学生～中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所蔵図書から作成したクイズと参考にした図書を展示・
貸出し。
クイズの用紙は表に問題、裏に解答を掲載。
クイズの内容と用紙は学年別（低・中・高学年～）に色
分け・読み仮名をつけて展示。

館内展示
「鳥となかよしになろう！」

4月23日～5月10日 大仙市立協和図書館
5月１０日から愛鳥週間に合わせてバードウオッチング
の参考になる本を展示した。生き物を通じて本に興味
を持ってもらえるように展示を工夫した。

こどもぶっくらぶ
（子ども読書の日　中学校読み聞かせ）

4月27日
大仙市立南外図書館

図書館ボランティア「スキップ」

南外中学校を訪問し、「図書館ボランティア」による全
校生徒への読み聞かせ。
図書館利用PR（本の借り方、リクエスト等について）
「こどもの読書週間」「子ども読書の日」についての説
明。

「こども読書週間」に伴う読み聞かせ 5月17日 大仙市立仙北図書館
大仙市仙北地域内にある小学校１校を訪問し、新入生
を対象に図書館ボランティアによる読み聞かせを実
施。合わせて図書館の紹介を行う。
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

館内展示
「２０２１絵本展」

4月27日～5月10日 大仙市立太田図書館
2021年度の貸出1位の本を紹介し、貸出回数の少ない
絵本も一緒に展示することで興味を持ってもらい利用
の促進を行った。

野鳥の本の特集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月1日～5月31日 仙北市学習資料館
野鳥の本を通じてこども達に自然に興味を持ってもらう
ためと、5月には愛鳥週間もあるため野鳥の本の展示
を行った。

新着絵本の展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月1日～5月29日 仙北市立田沢湖図書館 新着絵本コーナーの設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

春の絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月1日～4月28日 仙北市立田沢湖図書館 春の絵本を特集したコーナーの設置
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

こいのぼりの絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月1日～5月29日 仙北市立田沢湖図書館 こいのぼりの絵本を特集したコーナーの設置

こどもの読書週間コーナー展示　　　　　　　　　　　　　　　4月6日～5月31日 美郷町学友館
魅力的なこどもの本、親子で楽しめる本など
図書館員おすすめ本をコーナー展示

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月8日
横手市立横手図書館
おはなし大すきの会

幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月14日～5月31日 横手市立十文字図書館 パンが出てくる絵本を市内図書館から集めて展示

ミニ展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月11日～5月15日 横手市立十文字図書館
4月6日に死去した英国の絵本作家デビッド・マッキー
さんの作品を展示
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月14日 横手市立十文字図書館
幼児や小学生を対象にした絵本や紙芝居の読み聞か
せやエプロンシアターなど

春のミニリサイクル市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月29日～5月27日 横手市立十文字図書館 保存期間のすぎた雑誌を無料で提供する

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月22日～5月31日 横手市立増田図書館 子どもたちをとりこにするしかけ絵本の展示

出張展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月22日～5月31日
横手市立増田図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増田小学校
増田小学校玄関ホールに図書館職員のおすすめ本
を展示

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日
横手市立増田図書館

おはなしカランコロンますだ
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

工作教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月4日 横手市立増田図書館
折り紙でキャラクターやクローバー、手裏剣など遊べる
作品を作る

ミニ企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月2日～5月31日 横手市立大森図書館 平和を祈って、ロシアとウクライナの本を展示

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月17日
横手市立大森図書館

大森おはなし会
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月20日～5月31日 横手市立大森図書館
日本公衆電話会から寄贈された本を中心に、定番絵
本を展示

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月15日
横手市立大森図書館 　　　　

大森おはなし会
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月16日 横手市立平鹿図書館
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月29日～5月30日 横手市立平鹿図書館
全国学校図書館協議会絵本委員会が厳選し、ぜひ子
どもたちに読んでほしいと推薦する本のうち、2022年を
中心に過去3年分の絵本の企画展示

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月11日～6月30日 横手市立平鹿図書館
科学者の生き方・考え方や科学の面白さ・素晴らしさを
届ける本の企画展示

本のリサイクル市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日～6月6日 横手市立平鹿図書館
保存期限の切れた雑誌や廃棄する本を無料で提供す
る

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月17日
横手市立雄物川図書館

れんげ草の会
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日～5月31日 横手市立雄物川図書館 令和3年度の絵本ベストリーダーを展示

くるくるフィッシュであそぼう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月23日～5月31日 横手市立雄物川図書館 簡単な工作と、それを使って遊べるコーナーを設置

おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月15日
横手市立雄物川図書館

れんげ草の会
幼児から小学校低学年を対象とした絵本の読み聞か
せの実施

図書の展示
「チャレンジ」

4月1日～4月30日 湯沢市立湯沢図書館 「チャレンジ」と題して、テーマ展示を行った。

おはなし会 4月23日
湯沢市立湯沢図書館
おはなしボランティア

「みんなの森」

おはなしボランティアによる、絵本の読み聞かせ、手遊
び等を実施した。
〇場所：湯沢図書館児童室
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

図書展示
「はじまる！はじめて！」

4月1日～4月30日 湯沢市立雄勝図書館 新年度・新学期にまつわる本を展示

図書展示「ＳＤＧｓ」 5月1日～5月31日 湯沢市立雄勝図書館 ＳＤＧｓの本を展示

GW図書館まつり 4月2９日～5月5日 羽後町立図書館

GW連休中、ワークショップやミニゲームを毎日開催。
①スクイーズ、②ステッカー、③くるくるシャボン玉、④
無限キューブ、⑤スキャニメーション、⑥鯉のぼり＆く
だり

エッグハント 4月2日～5月5日 羽後町立図書館
館内に隠されたイースターエッグを探すイベント。
設置期間中は、いつでも体験可。

イースターエッグをつくろう 4月16日～4月17日 羽後町立図書館
卵に色付けし、オリジナルのイースターエッグをつくる
イベント。
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行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０２2・第６4回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］秋田県読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　

ぬいぐるみおとまりかい 4月24日 藤里町三世代交流館図書室

お気に入りのぬいぐるみと一緒に来場し、読み聞かせ
会に参加。こどもたちが帰宅後、ぬいぐるみたちが図
書案内で活躍した様子をミニ絵本にし、ぬいぐるみの
お迎えの際に手渡し、「ぬいぐるみが選んでくれた」本
を貸し出した。

テーマ展示「おにぎり！」 4月18日～5月13日 藤里町三世代交流館図書室
「おにぎり」をテーマにした図書展示。日替わりで「なか
み」が変わるおにぎりポップを添えた。

図書の展示「こどもの読書週間」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月6日～5月28日 五城目町中央公民館地域図書室　
企画コーナーに、４・５月のおすすめ絵本・児童書を展
示・貸出しした。

「読書の春しよう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月～5月 井川町公民館 関連図書の展示


