
行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

えほんのへや絵本展示　　　　　　　　　
「世界の国からこんにちは」

４月４日（木）～５月７日（火） 秋田県立図書館 世界の絵本賞受賞作を展示・貸出した。

えほんのへや絵本展示　　　　　　　　　
「おすすめ絵本をどうぞ　　　　　　　　　

～あふれちゃんのえほんばこ～」
５月９日（木）～６月４日（火） 秋田県立図書館 新たに選定された絵本を展示・貸出した。

図書の展示 4月23日（火）〜5月12日（日） 鹿角市立花輪図書館

テーマは「こどもの読書週間」　93冊
当館オリジナルブックリスト（「0〜2歳向けと、その保護
者向けリスト」、「0さいからのえほん」）
秋田県子ども読書支援センター「子どもに読んであげ
たい〜支援員お薦めの一冊」リスト（およそ０歳〜小学
校高学年）を参考に当館所蔵資料を展示

はなわんこのおはなし会スペシャル
「八正寺リゾート　花図屋　一泊二日
ツアー」（ぬいぐるみおとまり会）

4月20日（土） 鹿角市立花輪図書館

ぬいぐるみを介して、子どもたちへ読書の楽しみを伝える。
図書館で子どもたちと読み聞かせをしたぬいぐるみたちは、
図書館の仕事や郷土料理に舌鼓をうち、温泉に入るなど満
喫した夜を過ごす。翌日以降、その様子の写真でプレゼント
をし、昨夜読んだ絵本を子どもたちへ貸し出す。

かづの検定 4月21日（日）
主催：鹿角市立花輪図書館

共催：鹿角市子ども未来センター

コモッセ開館4周年記念イベント　
郷土鹿角に関するクイズをコモッセ館内に掲示し、解
いて回るクイズラリーを開催。クイズの問題は大人も子
どもも楽しめるよう、初級編と上級編を用意し、図書館
の資料を探すと必ず正解が分かるようにした。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

はなわんこのおたのしみ会 5月4日（土） 鹿角市立花輪図書館

こどもの日に合わせて、1円ミニ工作（図書館資料を参
考に）こいのぼりの風車をつくる。紙芝居の読み聞か
せや、図書館資料のカルタなどボードゲームも自由に
使って親しんでもらう。しかけ絵本も展示をし、図書館
を身近に楽しいところと、感じてもらうようにした。

Towada Gallery
「みて、さわって、楽しい！

しかけ絵本展」
4/2（火）～4/30（火）

主催：鹿角市立立山文庫継承
十和田図書館

協力：秋田県子ども読書支援セン
ター

しかけ絵本を展示し、図書館には読む本だけでなく見
てふれて楽しめる本もあることを紹介した。当館所蔵資
料だけでなく、子ども読書支援センターからお借りした
資料も併せて展示。

としょかんでハッピーイースター
4月20日（土）、21日

（日）
鹿角市立立山文庫継承

十和田図書館
イースターにまつわる絵本のお話会、イースターカード
の作成、エッグハントなど。

かづの子どもフェア ５月５日（日）
かづの子どもフェア実行委員会 野外イベント「かづの子どもフェア」に移動図書館

参加。

おはなしランプ「こいのぼり」
４月２7日（土）

（毎月第4土曜日に開
催）

共催：小坂町立小坂図書館

主催：図書館ボランティア「おはなし
ぼっくす」

「こいのぼり」に関係した絵本など、３冊の絵本の読み
聞かせを行った後に、簡単ちょこっと工作で青・赤・黄
色の画用紙を、折ったり切ったり貼ったりして真鯉・ひ
ごい・風車を作り、紐につなげて参加者ひとりひとりが
世界にひとつだけのオリジナル「かわいいミニこいのぼ
りのガーランド」を完成させた。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　１　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　２　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

第１2回　「昭和の紙しばい」 ４月２９日（月） 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。昔懐かし
い水あめを割り箸にまいて配ったあとに、自転車の荷
台に乗せた、これもまた昔懐かしい木枠の紙芝居舞台
で、二話の紙芝居を熱演した。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12回目、干支では丁度一回りしたことになります。

４月の図書展示
４月２日（火）～
４月３０日（火）

小坂町立小坂図書館
「春」がテーマの絵本展示
「パン」がテーマの絵本展示（４月12日はパンの日）

５月の図書展示
５月１日（水）～
５月３１日（金）

小坂町立小坂図書館
「ははのひ」がテーマの絵本展示
「ことり」がテーマの絵本展示（５/10～16 愛鳥週間）

ぬいぐるみのおとまり会 ４月２０日（土）
主催：大館市立栗盛記念図書館

協力：おはなしの森

お気に入りのぬいぐるみと一緒に参加するおはなし会
を開催。終了後にぬいぐるみを預かり、閉館後に館内
で過ごす様子を収めたアルバムを作成し、プレゼントし
た。
イベント終了後の４月２３日～５月中旬まで、「ぬいぐる
みが選んだ本」のコーナー展示を行った。

「子ども読書の日　おはなし会」 ４月２4日　（水）

主催：大館市立花矢図書館　　　　　　　　　
協力：読み聞かせボランティア　　　　　

「おはなしの森」

　ボランティア「おはなしの森」による、手作り人形劇や
絵本、紙芝居、大型絵本の読み聞かせ。また、うたや
体操などを行った。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

こどもの読書週間「大型絵本展示」
4月23日（火）～

　　　　  5月31日（金）

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。

こども読書の日「読み聞かせ会」 4月24日（水）

大館市立田代図書館                    
ボランティア「ドリームライブラリー」　　

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で、ボランティアグ
ループによる、絵本や大型絵本の読み聞せなどを行っ
た。

図書の展示
４月２３日（火）～
５月３１日（金）

大館市立比内図書館
図書展示、テーマを「ことばあそび」としたの絵本の展
示・貸出。

本の紹介
４月２３日（火）～
５月２１日（火）

大館市立比内図書館
「読書の木を育てよう！」
葉っぱの形のカードに好きな本のタイトル等を記入し、
壁面の木の周りに貼り、おすすめの本を紹介。

図書のテーマ展示 4月～６月 北秋田市鷹巣図書館
子ども向け図書のテーマ展示「子どもの本総選挙」を
行っている。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　３　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　４　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書のテーマ展示 4月22日（月）～７月２０日（土） 北秋田市鷹巣図書館
子ども向け図書のテーマ展示「もうよんだ？あたらしい
本」を行っている。

おはなし会
「おはなしでてこい」

4月20日（土）
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」のみなさんによるおは
なし会を開催した。（人形劇、手あそび・大型絵本、紙
芝居など）

おはなし会
「おはなしでてこいみに」

5月12日（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。（絵本・紙芝居の読み聞かせ）

図書のテーマ展示 ４月22日（月）～５月18日（土） 北秋田市森吉図書館
子ども向け図書のテーマ展示
「図書館が登場する本」を行った。

にじいろぱれっとおはなし会 5月11日（土）
北秋田市森吉図書館

「よみきかせボランティア
にじいろぱれっと」

よみきかせボランティア「にじいろぱれっと」のみなさん
によるおはなし会を開催した。
（よみきかせ、大型絵本、エプロンシアターなど）

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

おはなし会
4月10日（水）
5月8日（水）

おはなしあのねっと 乳幼児向けのおはなし会

としょかんスタンプラリー
4月16日（火）

～5月31日（水）
能代図書館

クイズに2問正解し、且つ5冊以上本を貸出する。
スタンプを3つ集め、自館の資料から自分でクイズを作
成
すると、景品がもらえる。

図書館映画上映会
4月21日（日）
5月19日（水）

能代図書館
4月21日（日）「日本の昔ばなし　花さか爺さんほか」
5月19日（日）「世界名作劇場　トムソーヤの冒険」

おはなし会
4月27日（土）
5月25日（土）

図書館ボランティア　ホワイトブックス 児童向けのおはなし会

おやこわいわいルーム
4月27日（土）～28日

（日）
5月25日（土）

能代図書館
集会室にて声に出して読みきかせができるスペースを
提供

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　５　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　６　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

「お話たまてばこ」によるおはなし会
5月11日（土）

11：00～
お話たまてばこ 児童向けに絵本、大型紙芝居、絵かき歌を実施

「アラヤード・ピクニック」ブックフｴア
３月３０日(土）～４月２１

日（日）
秋田市立新屋図書館

4月20日、21日に地元新屋で開催されるアラヤード・ピ
クニックにあわせ、「山の恵み」にちなんだ子どもから大
人まで関心をもってもらえるような、本の展示や貸出し
を行った。

おはなしのしずくのおはなし会「お
かあさん」

５月１１日(土） 秋田市立新屋図書館
幼児～小学生までを対象とした当館ボランティアおは
なしのしずくがおはなしや絵本、工作などのおはなし
会を行った。

おはなしのしずくのおはなし会「たん
たんたんぽぽ」

５月１４日（火） 秋田市立新屋図書館
あかちゃんからとその保護者を対象に、当館ボランティ
アおはなしのしずくが絵本やおはなし、手袋人形、手
遊びなどを行った。

春のブックフェア「新学期だよ　読ん
でみよう教科書にのってる本」

４月２３日(火）～５月１２
日（日）

秋田市立新屋図書館
こどもの読書週間に合わせ「新学期だよ　読んでみよう
教科書にのってる本」と題し、教科書に載っている本の
展示や貸出しを行った。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

こどもの読書週間関連資料展示 ４月２日～５月１２日 土崎図書館
昨年度実施した事業「小学生・中学生の選書体験」で
選ばれ、学校へ貸出していた本を。図書館で展示し、
貸出を行った。

おはなしの会
４月６日・２０日・２７日　　　

５月４日
土崎図書館

絵本や紙芝居の読み聞かせを行い、おはなしの世界
を楽しむ。

おりがみの会
４月１３日　　　　　　　　　　
５月１１日

土崎図書館
季節に応じた折り紙を作成し、絵本の読み聞かせを楽
しむ。

子ども読書の日おはなし会 ４月２０日（土） 男鹿市立図書館
子ども読書の日にちなみ、大型絵本の読み聞かせ、
昔話などを行った。

子ども読書の日おはなし会
４月１９日（金）　　　　　　　
４月２３日（月）　　　

男鹿市立図書館　市内保育園2か所
子ども読書の日にちなみ、図書館ボランティアが保育
園を訪問し、大型絵本の読み聞かせなどを行った。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　７　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　８　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

子ども読書の日おすすめ本の展示
４月２日（火）～　　　　　　　
５月２０日（月）

男鹿市立図書館
昨年度購入した、児童書の人気シリーズを展示、貸出
した。

手づくり絵本展
４月２７日（土）～
５月３０日（木）

主催：由利本荘市中央図書館
幼児・児童、学校、一般の方から応募していただいた
布絵本やしかけ絵本など手づくり絵本を展示

おはなし会 4月１３日(土) 主催：由利本荘市中央図書館
絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作等
出演：読み聞かせボランティア「ゆりかごの会」

ヨミキカセ・ワールドワイド ４月２７日（土） 主催：由利本荘市中央図書館
外国語による絵本の読み聞かせ等
出演：外国語読み聞かせボランティア「国境なき話し
手」

おはなし劇場 ５月１１日（土） 主催：由利本荘市中央図書館

エプロンシアター、絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作
等
出演：読み聞かせボランティア「おはなしたんぽぽの
会」

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書の展示
４月１日（月）～
 ４月29日（月）

主催：由利本荘市中央図書館
企画展示「はるのパンダまつり」（児童向け）
企画展示「外国語に親しもう」（U-20）

図書の展示
５月１日（水）～
５月３０日（木）

主催：由利本荘市中央図書館
企画展示「おかあさんってどんな人？」（児童向け）
企画展示「疲れない！カラダづくり」（U-20）

企画展示「マザーズタッチ絵本特集」 ４月２日（火）～４月２７日（土） 由利本荘市岩城図書館
親が子に「読み聞かせ」するのにふさわしい本として秋
田県が選定した「マザーズタッチ文庫」の絵本の展示

企画展示「アンパンマン特集」 ４月２７日（土）～５月３１日（金） 由利本荘市岩城図書館 「アンパンマン」シリーズの絵本の展示

ミニ企画展示「絵本屋さん大賞２０１８」 １月２９日（火）～６月１５日（土） 由利本荘市岩城図書館 絵本屋さん大賞２０１８受賞作の絵本の展示

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　９　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　１０　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

ミニ企画展示「しりたい！からだのふ
しぎ」

３月１日（金）～５月３１日（金） 由利本荘市岩城図書館 人のからだの不思議に迫る絵本や児童書の展示

ミニ企画展示「リサとガスパール」２０
周年

３月６日（水）～６月１３日（木） 由利本荘市岩城図書館 「リサとガスパール」シリーズの絵本の展示

ミニ企画展示「春がきた！」 ３月３０日（土）～５月３１日（金） 由利本荘市岩城図書館 春を感じる絵本の展示

「ミニ企画展示「平成３０年度利用の
多かった絵本・児童書」

４月２８日（日）～６月 由利本荘市岩城図書館
平成３０年度岩城図書館で利用の多かった絵本・児童
書の展示

図書の展示 4月15日（月）～5月15日（水） 由利本荘市由利図書館
企画展示①絵本「ぼくらはヒーロー」　　　　　　　　　　　　　
②児童図書「読み聞かせにおすすめの絵本」　　　　　　　　　
③U-20「まんがで学習～国語編～」

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

民話紙芝居上演会
4月27日（土）、　　　　　　　　
5月11日（土）

主演：民話サークル　　　　　　　　　　　
会場：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12日（日）
主演：読み聞かせ会つくしんぼ　　　　　　　　　　　
会場：由利本荘市由利図書館

絵本の読み聞かせ

キッズポイントカード ４月２３日（火）～３月３１日（火） にかほ市立図書館

対象：小学生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
読んだ本の数だけポイントがたまる。１００ポイントたまる
と図書館に掲示して紹介する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子どもの読書週間初日にあわせてスタートする。

こどもの読書週間資料展
４月１６日（火）

　　　　～５月１２日（日）
※休館日はのぞく

秋田市立中央図書館明徳館
「本ではぐくむ　こどもこころ」と題し、０～１２歳までを対
象に、子どもの発達段階に応じて読書に親しめるよう、
本の展示をした。

訪問おはなし会

こどもの読書週間中
４月２３日（火）

　　～２６日（金）
5月７日（火）

　　～１０日（金）

秋田市立中央図書館明徳館

「明徳館ボランティアおはなしの会」が保育施設に出
向き、施設の子どもたちにおはなしの世界を楽しんで
もらうとともに、施設職員との交流を図り、図書館の活
動を周知した。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　１１　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　１２　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

おはなしの会 毎週土曜日 秋田市立中央図書館明徳館

「明徳館ボランティアおはなしの会」によるおはなし会
を開催し、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、絵本の読み聞かせや紙芝居をし
た。

作ってあそぼう工作会
４月２０日（土）
５月１８日（土）

秋田市立中央図書館明徳館文庫
（フォンテ文庫）

２歳から小学校３年生までの子どもとその保護者を対
象に、簡単な工作を楽しむ会を開いた。

親子で楽しむわらべうた
４月２３日（火）
５月２８日（火）

秋田市立中央図書館明徳館文庫
（フォンテ文庫）

市民サークル「めるへんくらぶ」が、０歳から３歳までの
子どもとその保護者を対象にわらべうたや絵本の読み
聞かせを楽しむ会を開いた。

フォンテ文庫のおはなし会
４月１３日（土）
５月１１日（土）

秋田市立中央図書館明徳館文庫
（フォンテ文庫）

２歳から６歳までの子どもとその保護者を対象に、手遊
び、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを楽しむ会を開い
た。

こどもの読書週間関連資料展示 
「子どもが選んだ子どもの本　小学
生・中学生の選書体験2018より」

４月２０日（土）
　　　～５月１２日（日）

秋田市立中央図書館明徳館河辺分
館

平成３０年度に実施した「小学生の選書体験」、「中学
生の選書体験」において、参加の児童・生徒が選んだ
おすすめの図書を選書風景の写真とともに展示した。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

おはなし会 ５月９日（木）
秋田市立中央図書館明徳館河辺分

館

読み聞かせボランティア「おはなしの会　カレーライス」
が、絵本の読み聞かせ、手遊び、簡単な工作などを楽
しむ会を開催した。

高校生への読み聞かせ指導 ５月１０日（金） 秋田市立御所野学院高等学校
学校へ出向き、図書委員および近隣保育施設の職員
に講習を行った。

絵本の展示 ４月２３日（火）～５月１２日（日） 協和図書館 絵本のお楽しみ袋を利用者へ配布

お話し会 4月20日（土） 協和図書館 ボランティア「ふきのとう」による読み聞かせ

新着絵本の展示 4月1日（月）～5月31日（金） 田沢湖図書館 新着絵本コーナーの設置

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　１３　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　１４　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

とことこタイム
4月6,13,20日
5月11,18,25日

田沢湖図書館
月３回、土曜日の９時から１２時まで、乳幼児を連れた

保護者が利用しやすい時間を設けている。

おはなし玉手箱 4月20日（土）,5月25日（土） 田沢湖図書館 読み聞かせボランティアによるおはなし会

こどもの読書週間コーナー展示 ４月１６日（火）～５月２８日（火） 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を
　　コーナー展示

定例おはなし会 5月12日（日）
横手図書館

おはなし大すきの会
絵本などの読み聞かせ

企画展示 ４月～５月 横手図書館 「よい絵本」と題して名作絵本や物語の本を展示

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

おはなしパネル ５月～ 横手図書館
節句や記念日などに沿った本とともに、

手作りのパネルを展示

こども工作教室
＆ミニ英語おはなし会

5月12日（日）
増田図書館
教育委員会

おりがみではらぺこあおむしを作る
市内5名のALTによる英語おはなし会

定例おはなし会 5月25日（木）
増田図書館

おはなしカランコロン
読書週間関連の図書のおはなし会

企画展示 ４月～５月 増田図書館
「絵本、だいすき」と題した

「あふれちゃんのえほんばこ」を中心とした展示

定例おはなし会 5月25日（木） 平鹿図書館 図書館員による読み聞かせの実施

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　１５　　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　１６　　　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

特設コーナー 4月20日（土）～6月30日（日） 平鹿図書館
平成３１年度満点カード満点賞のこどもたち６５人によ

るおすすめの一冊展示

定例おはなし会 4月21日（日）
雄物川図書館
れんげ草の会

絵本や紙芝居などの読み聞かせ

企画展示 ５月 雄物川図書館 「詩と絵本」と題して名作絵本や詩、物語の本を展示

おはなし会 5月19日（日）
大森おはなし会

大森図書館
絵本の読み聞かせ等

企画展示 ４月中旬から 大森図書館 「乗り物大好き」と題して絵本を展示

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書館見学会 4月26日（金） 十文字図書館
近くの小学校一年生を招待して図書館を見学したり、

読み聞かせを楽しんで図書館に親しんでもらう。

おはなし会 5月11日（土）
おはなしぽぽポ
十文字図書館

ボランティアグループによる読み聞かせ

児童書リサイクル市
3月23日（土）～
4月23日（火）

湯沢図書館
児童書のリサイクル市を実施。
場所：湯沢図書館玄関
利用冊数：６４冊

図書の展示
4月１８日（木）～
5月１６日（木）

湯沢図書館

展示テーマ「親子で読みたいこの1冊」
手書きのＰＯＰを添えて職員おすすめの本36冊を展
示。
場所：湯沢図書館児童室

おはなし会 4月27日（土） 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。
場所：湯沢図書館児童室
参加人数：10人

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　１７　　　　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　１８　　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

としょかんまつり
クイズラリー

４月２０日(土)，２１日(日) 雄勝図書館
本や図書館、雄勝地域に関するクイズ用紙を初級～
上級まで各種用意し、図書館員が採点。

としょかんまつり
スタンプラリー

４月２０日(土)，２１日(日) 雄勝図書館
としょかんまつりの各イベント(クイズラリーや工作、おは
なし会)に参加するごとにスタンプを押す。

としょかんまつり
おはなし会

４月２１日(日)
おはなしはあと
雄勝図書館

おはなしはあとさんによるおはなし会。
後半は、図書館員による紙コップを使った工作。

春一番！メッセージを桜にのせて ４月～５月上旬 雄勝図書館
４月の展示の一環として、桜の木の壁紙と花のカード
を用意し、オススメの本や読んだ本の感想などを来館
した児童に書いてもらい貼る。

読み聞かせ会

休館日をのぞく水曜日
（4/3、10、17、24、　
　5/8、15、22、29）

16：30～17：00

羽後町立図書館 ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

絵本とあそぼ
4月27日（土）
5月25日（土）
10：00～11：00

羽後町立図書館
ボランティアグループによるおはなし会

（絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作など）

第７回　家読講演会
まっさんとけいちゃんのえほんライブ

5月31日（金）14：00～15：00

6月 1日（土）10：00～11：00

主催/羽後町教育委員会
主管/羽後町立図書館

後援/公益社団法人読書推進運動協議会・公益
社団法人日本図書館協会・秋田県図書館協会・
秋田魁新報社・朝日新聞社秋田総局・NHK秋田
放送局・AKT秋田テレビ・エフエムゆーとぴあ・秋
田県南ブックコミュニティ・家読推進プロジェクト

絵本作家平田昌広・平田景夫妻による絵本ライブ。
テーマ「愛と平和」

ぬいぐるみのおとまり会 4月20日（土） 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
書館へ泊まる。
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。

ふたついとしょかんスタンプラリー 4月20日（土）～5月20日（月） 能代市立二ツ井図書館
館内に設置した図書館や本に関するクイズや規定の
冊数以上の貸出で、台紙にスタンプを押す。
スタンプが貯まったら、景品をプレゼントする。

図書館にこいのぼりをおよがせよう 4月20日（土）～5月20日（月） 能代市立二ツ井図書館
こいのぼりの塗り絵を来館者に塗ってもらい、館内の
窓へ飾ったり、おすすめの本を記入した用紙を貼って
大きなこいのぼりを完成させる。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　１９　　　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　２０　　　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

はるのおはなし会 5月13日（月）
北秋田市合川公民館

「読み聞かせボランティア
おはなし　ピッコロ」

「おはなしピッコロ」によるおはなし会。
（歌、大型絵本、エプロンシアターなど）

図書のテーマ展示 ４月15日（月）～６月10日（月） 北秋田市合川公民館 チラシ「あふれちゃんのえほんばこ」掲載の本を展示

大型絵本展示・貸出 こども読書週間期間中 男鹿市若美公民館 秋田県立図書館の大型絵本を展示、貸出する。

日本昔話の本の展示 こども読書週間期間中 男鹿市若美公民館
昨年度購入した日本昔話の絵本を図書室内に展示、

貸出する。

おすすめの児童書の展示 こども読書週間期間中 男鹿市若美公民館 公民館玄関前に、おすすめの児童書を展示、貸出する。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

ぬいぐるみおとまり会 4月20日(土） 藤里町三世代交流館図書室

町内の幼児～小学3年生までを対象に実施。お気に入りの
ぬいぐるみか人形1体を持参して、図書室のおはなし会に参
加してもらう。おはなし会終了後図書室スタッフが写真撮
影、お迎え時のおすすめ図書を選定し、後日参加者がぬい
ぐるみのお迎え時に、おすすめ絵本の貸出しと、夜間のぬ
いぐるみたちの様子を絵本にまとめたものをプレゼントした。

「おやすみなさいのえほん」展示 4月20日（土）～5月8日（水） 藤里町三世代交流館図書室 「ぬいぐるみおとまり会」に関連した絵本の展示・貸出

図書の展示・装飾 ４月８日（月）～５月２７日（月） 五城目町中央公民館図書室
企画展示「わくわく！動物たちと春」を行った。動物や
春に関する絵本・児童書を展示し、春をイメージした飾
り付けを行った。

おはなし会 4月21日（日） 五城目おはなし会 うた・絵本・紙芝居などの読み聞かせを行った。

おはなしのへや ４月２７日（土） すずめの巣 絵本の読み聞かせ等

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　２１　　　　　

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　２２　　　　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書の展示
４月１日（月）～
５月１１日（土）

なるせ児童館図書室
テーマ｢入園・入学・進級おめでとう♪｣

児童向けの図書の展示・貸出

つくしんぼおはなし会 ５月１１日(土) なるせ児童館図書室 読み聞かせグループによるおはなし会

「こども読書週間」に伴う読み聞かせ 4月22日（月） 大仙市立仙北図書館

こども読書週間にちなんで、大仙市仙北地域内にある
小学校２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。

図書の展示 4月上旬～5月上旬 太田図書館 新入学園児・新入生向けのおすすめ本の展示

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24日（水）
主催：大仙市立南外図書館
協賛：図書館ボランティア「スキップ」

南外中学校を訪問し、プロジェクターを使って
「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。

行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書の展示 ４月中旬～５月中旬 主催：南外図書館 新入学・入園など春にちなんだおすすめ図書の展示。

おすすめ児童書貸出セット ４月２３日（火）～５月１２日（日） 中仙図書館主催

図書館がおすすめする絵本・読み物を選び、貸出セッ
ト（3～5冊）を作成。

対象：乳幼児・小学生（低・中・高学年）・中学生

読書手帳配布 ４月２３日（火）～５月１２日（日） 中仙図書館主催 対象：保護者・一般

スペシャルおはなし会 ４月２７日（土） 主催　西仙北図書館 おはなしボランティアによる読み聞かせ、ミニ工作教室

図書の展示
「楽しもう図書館　育てよう読書の

日」

４月２日（火）～
５月１２日（日）

大曲図書館

　 図書館にちなんだ本を展示するとともに、展示室の
壁に木の幹を作ってはっておき、利用者からおすすめ
の本を葉っぱの形をした用紙に記入して、木の幹に
はって木を完成させていく。

２０１９・第６１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　２３　　　　　

２０１９・第６１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競技会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　２４　　　　



行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

２０１９・第６１回　「こどもの読書週間」行事一覧　原稿用紙

［読進協名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　　　　　　


