
行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

第７回　えほんのへや絵本展示
「秋をたのしむ　えほん」

１０／４～１１／６ 秋田県立図書館
秋を感じることができる絵本、たべものやアート、ス
ポーツ等を題材とした絵本を展示・貸出した。

第７回　健康情報コーナー展示
「カラダ、動かしていますか？」

１０／４～１１／６ 秋田県立図書館
体育の日、スポーツの秋にちなみ、運動やストレッチ、
体力づくり等に関する内容の資料を展示・貸出した。

１０月～１１月ビジネス展示
「読んで体験！お仕事小説特集」

１０／４～１２／９ 秋田県立図書館
様々な業種の仕事をテーマにした小説を展示・貸出し
た。

１０月テーマ展示
「おいしい秋がいっぱい！～食べて
おいしい、見ておいしい、そんな本

をあつめました～」

１０／４～１１／６ 秋田県立図書館
「実りの秋」「食欲の秋」のこの時期、秋の食材や季節
の料理などの食に関する資料を集めて展示・貸出し
た。

第８回　えほんのへや絵本展示
「むかーしむかしのお話」

１１／８～１１／３０ 秋田県立図書館 日本及び世界の昔話や伝承絵本を展示・貸出した。
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第８回　健康情報コーナー展示
「糖尿病を知る」

１１／８～１１／３０ 秋田県立図書館
全国糖尿病週間［11/12～11/18］にちなみ、糖尿病に
関する内容の資料を展示・貸出した。

１１月テーマ展示
「図書館deアート」

１１／８～１１／３０ 秋田県立図書館
藤田嗣治没後５０年、芸術の秋に関連し、美術関係の
本を展示・貸出した。

はなわんこのおはなし会 スペシャル １０／２７～１０／２８
鹿角市立花輪図書館

後援）花輪市民センターまつり
昔懐かし紙芝居・エプロンシアター・大型絵本のおは
なし会を開催した。

本・雑誌リサイクル
ＢＯＯＫ　ＦＯＲ　ＹＯＵ

１０／２６～１０／２８
鹿角市立花輪図書館

後援）花輪市民センターまつり
不要資料を無料提供した。

展示
「事実は小説より奇なり・・・

ノンフィクション特集！」
１０／２６～１１／１５ 鹿角市立花輪図書館 ノンフィクション図書展示を行った。

展示 「ハッピーハロウｨン」 ９／３０～１０／３１ 鹿角市立花輪図書館 
ハロウィンおはなし会と関連図書を展示、館内でハロウ
イン衣裳を貸出した。

読書週間関連展示
学校司書×花輪図書館職員

あなたが心を魅かれる本はどれ？
１０／２２～１１／１１

鹿角市立花輪図書館
（学校司書・

十和田中学校図書委員会）

高校生や十代に向け、学校司書、公共図書館職員そ
れぞれのお薦め本をポップ付き展示をした。
十和田中学校図書委員が文化祭で展示をした（ポッ
プ付き展示）。



平成30年度読書週間ポスター作家
佐藤美鈴さん原画展

１０／３１～１１／１１ 鹿角市立花輪図書館
今年度の読書週間ポスター作家が鹿角市花輪出身と
いう縁から、氏の原画や手づくり絵本、ポストカードを
展示した。

よるとしょｍｉｎｉ １１／９ 鹿角市立花輪図書館 
秋の夜長に読書にちなみ、閉館時間延長やコーヒー
無料サービスなどを行った。

移動図書館inキッズ・フェスティバル １０／１４

鹿角市立十和田図書館
主催：かづの商工会青年部

共催：公益社団法人秋田県トラック協会鹿角支部
後援：鹿角市／鹿角青年会議所

キッズフェスティバル会場での移動図書館による本の
貸出をした。
対象：児童

トワダックのわくわく土曜教室 １０／２０

鹿角市立十和田図書館
主催：鹿角市地域学校協働活動

共催：鹿角市立立山文庫継承十和田図書
館

子ども理科教室（スライムづくりや光の実験など理科の
実験）を開催した。
対象：児童

ほっとな茶屋in十和田図書館 １０／２１

鹿角市立十和田図書館
主催：鹿角市立立山文庫継承十和

田図書館
共催：介護老人施設　月山の郷

毎月、毛馬内地区の介護施設・月山の郷で開催して
いる認知症カフェ「ほっとな茶屋」の出張開催を行っ
た。
対象：一般

十和田高校ふるさと教育
「読み聞かせ講習」

１０／２３
鹿角市立十和田図書館

主催：秋田県立十和田高等学校

十和田図書館を会場に、子ども読書アドバイザーの田
丸美穂さんを講師に迎え、十和田高校生、地元読み
聞かせグループに向けて読み聞かせ講習を開催し
た。
対象：十和田高校生、読み聞かせ団体

十和田地区文化祭 BM出張貸出 １０／２７
鹿角市立十和田図書館

主催：十和田市民センター

十和田地区文化祭に、移動図書館による行事の参加
をした。
対象：一般



こうじのこうざ １１／９
主催：鹿角市立立山文庫継承十和田図書館

協力：秋田県総合食品研究センター

秋田オリジナルの麹「あめこうじ」についての講座を図
書館で開催した。
対象：一般

さとうみすずさん原画作品展示 １１／１３～１１／２５
主催：鹿角市立立山文庫継承十和田図書館

協力：さとうみすずさん

2018年読書週間ポスターのイラストレーター・さとうみ
すずさん（鹿角市出身）の原画作品を展示した。
対象：一般

おはなしランプ １０／２７・１１／２４
小坂町立小坂図書館

おはなしぼっくす
１０月「ハロウィン」、１１月「たべもの」のテーマに沿っ
て、読み聞かせ・手遊び・工作などを行った。

本を読んでポイントゲット １０／２４～１１／７
小坂町立小坂図書館

小坂町立小坂小･中学校

本にポイントを付けて学校・図書館、どちらで借りても
ポイントを付与し、１０ポイントで図書館員手作りしおり
等プレゼントした。

わがまちのアーティスト展 １１／２１～１１／２５ 小坂町立小坂図書館
町内の方々の絵画や切り絵、手芸作品などを展示し
た。

赤青えんぴつで描くイラスト講座 １１／２４ 小坂町立小坂図書館
蔵書を活用したイラスト講座を行った。
（講師は図書館ボランティアに依頼）

テーマ展示
１０／２～１０／３１
１１／１～１１／３０

小坂町立小坂図書館

月のテーマに沿って行事を行った。
１０月テーマ：一般「芸術の秋」「お金」
　　　　　　　　児童「ハロウィン」「おいしい秋」
１１月テーマ：一般「秋の夜長に」「あなたは犬派?!猫派?!」
　　　　　　　　児童「いぬがすき？ねこがすき？」「むかしばなし」



創刊１００年『赤い鳥』と秋田 １０／６～１１／１１
主催：大館市立栗盛記念図書館

協力：あきた文学資料館

かつて鈴木三重吉氏が大館を訪れ講演を行った際、
働きかけを行った大館市の教員、高橋忠一氏宛ての
書簡などを展示公開した。

ゆめ拓く男塾～もうひとはな咲かせ
るために～

１０／７・１０／２７～２８
１１／４・１１／２３

大館市立栗盛記念図書館
主催：（一財）大館市文教振興事業団

退職後の男性を主対象に、おはなし会の読み手養成
講座を行った。（講師は読み聞かせインストラクターの
熊谷裕紀子氏）

中高生ビブリオバトル～北鹿大会～ １０／１３
大館市立栗盛記念図書館
主催：秋田県教育委員会

おすすめ本を発表しあい、一番読みたくなった本を投
票で決めるビブリオバトルの中高生大会（地区大会）
が栗盛記念図書館を会場に行われた。

第４９回大館市読書感想文コンクー
ル表彰式

１０／２４ 主催：大館市立栗盛記念図書館
「一般の部」「高校生の部」の２部門で実施した読書感
想文コンクールの入賞者に対し、賞状と賞品の授与を
行った。

読書感想画展示会 １１／２・１１／３ 大館市立花矢図書館
花矢地区産業文化祭参加の事業として、花岡公民館
に読書感想画（18作品）を展示した。（出品対象者は、
町内の保育所のみなさん）

古雑誌プレゼント １１／２～１１／１６ 大館市立花矢図書館
花矢図書館にて、保存期間が過ぎて除籍した雑誌を
利用者にプレゼントした。（１2種類）

比内図書館まつり １１／３～１１／４ 大館市立比内図書館
特別テーマ展示（パズル・めいろ絵本）や、
子どもを対象としたしおり作りコーナーの設置、
保存期限の過ぎた雑誌のリサイクル等を行った。



読書感想画コンクール入賞作品展示１０／２７～１１／９ 大館市立田代図書館
田代地区の小学校を対象に読書感想画を募集し、入
賞作品を図書館に展示した。

雑誌プレゼント １１／１０～１１／１１ 大館市立田代図書館 古くなった雑誌を来館者にプレゼントした。

おはなし会
　「おはなしでてこい」

　「おはなしでてこいみに」

「おはなしでてこい」
１０／２０・１１／１７
「おはなしでてこいみに」
１０／７・１１／４

北秋田市鷹巣図書館

図書館ボランティア たまてばこ によるお話会を行っ
た。
（絵本・紙芝居の読み聞かせのほか、エプロンシア
ター、手遊び、折り紙など）

展示「秋の夜長は
ハロウィンとミステリーで」

10／1～10／31 北秋田市鷹巣図書館
10月はハロウィン　そして秋の夜長はミステリー。子ども
も大人も楽しめる本を特集した。

展示「体も心もあったまーる本」 １１／6～11／16 北秋田市鷹巣図書館
寒さ深まる11月は、読んで心も、食べて体も、あった
まーる本の特集した。

園児の図書館体験デー
１０／２・１０／４・１０／５・
１０／１５・１０／１８・１０
／１９

北秋田市鷹巣図書館
市内１１幼保育園児の図書館体験を行った。
（エプロンシアターや読み聞かせ会、自分の貸出カー
ドで自分の選んだ本を借りる等）

　「絵本のよみきかせ会」 10／１３、11／10 北秋田市森吉図書館
読み聞かせボランティア にじいろぱれっとによるお話
会を開催した。（絵本・紙芝居の読み聞かせのほか、
エプロンシアター、手遊びなど）



展示「旅する」 １０／１～１０／３１ 北秋田市森吉図書館
旅行ガイドブックや旅を題材としている小説やエッセイ
を展示した。

展示「おいしいものがたり」 １１／１～11／３０ 北秋田市森吉図書館
児童書や絵本の中に食べ物が登場する本を展示し
た。

としょかんスタンプラリー １０／２～１０／３１ 能代市立図書館

スタンプラリー専用のクイズ本を用意して、「正解＆5冊
以上貸出でスタンプが溜まり、3つ集めた後に、おすす
め本の紹介していただく」というイベントを開催。すべて
達成した参加者には素敵な景品をプレゼントした。

本のリサイクル市 １０／６～１０／７ 能代市立図書館
図書館で不要になった本や雑誌を無償で提供するイ
ベントを行った。（一人10冊まで）

おはなし会 １０／１０
能代市立図書館

ボランティア団体おはなしあのねっと
ボランティア団体「おはなしあのねっと」による、乳幼
児・こども向けのおはなし会を開催した。

能代市俳句大会 １０／２０ 能代市立図書館 会員・市内高校生が参加した俳句大会を開催した。

図書館映画上映会 １０／２１ 能代市立図書館
それぞれの年代に沿った映画を上映した。
・児童向け「藤城清治　ぶどう酒びんのふしぎな旅」
・一般向け「父の詫び状」



おはなし会 １０／２７
能代市立図書館

ボランティア団体ホワイトブックス
ボランティア団体「ホワイトブックス」による、こども向け
のおはなし会を開催した。

おやこわいわいルーム １０／２７～１０／２８ 能代市立図書館
集会室内に絵本を並べ、声を出して読み聞かせがで
きる場所を設けた。

「パック」なおはなし会 １１／３
能代市立図書館
人形劇団「パック」

人形劇団「パック」による、手遊びや「三びきのやぎの
がらがらどん」、エプロンシアターを開催した。

ぬいぐるみのおとまり会 １１／１０ 能代市立図書館
お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊りさせるイベ
ントを行った。

おはなし会 １１／１４
能代市立図書館

ボランティア団体おはなしあのねっと
ボランティア団体「おはなしあのねっと」による、乳幼
児・こども向けのおはなし会を開催した。

明徳館資料展示
「百年読書のすゝめ」

１０／１６～１１／１５ 秋田市立中央図書館明徳館

高齢の利用者を想定し、視力が低下した場合でも楽し
める大活字本や、読みやすく工夫された名作小説、高
齢になって生じる暮らしの変化に役立つ実用書などを
展示した。

明徳館市民文化講座
「佐竹義宣と石田三成」

１０／３ 秋田市立中央図書館明徳館
初代秋田藩主佐竹義宣と石田三成の関係について、
歴史作家である土居輝雄氏による講座を開催した。



明徳館市民文化講座
「世界の扉をノックしよう　～アフリカ

モザンビーク編～」
１０／６

秋田市立中央図書館明徳館

ＪＩＣＡ（共催）

異文化理解の促進を図るため、アフリカ・モザンビーク
出身で秋田市在住の方に、自国の文化等についてお
話をしていただいた。

子どもの読書活動推進事業
「中学生の選書体験」

１０／１５・１１／９ 秋田市立中央図書館明徳館
秋田市内中学校を図書館司書が訪問し、図書委員等
を対象として学校図書館に入れてみたい本を選ぶ体
験を実施した。（１０～１１月２校）

子どもの読書活動推進事業
「訪問おはなし会－秋の読書週間

－」

１０／２９～１１／２
１１／５～１１／９

秋田市立中央図書館明徳館
ボランティアおはなしの会の協力により、通常は毎週
土曜日に図書館内で開催している「おはなしの会」を、
平日に子どもたちのいる施設で開催した。

おはなしの会
１０／２７・１１／３・１１／
１０

秋田市立中央図書館明徳館
毎週土曜日、ボランティアおはなしの会による絵本や
紙しばい他の読み聞かせを行った。

親子で楽しむわらべうた １０／２３
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」の協力により、０歳から
３歳までの乳幼児と保護者を対象に、わらべうた、手あ
そび、絵本の読み聞かせを行った。

親子で英語inフォンテ文庫
Let'ｓ enjoy English！

１１／３
秋田市立中央図書館明徳館文庫

（フォンテ文庫）

ボランティア「あおむしイングリッシュ」の協力により、０
歳から小学２年生までの幼児・児童とその保護者を対
象に、英語のトークや絵本の読み聞かせ、リズム遊び
等を体験してもらった。

フォンテ文庫のおはなし会 １１／１０
秋田市立中央図書館明徳館文庫

（フォンテ文庫）
幼児と保護者を対象に、職員による絵本や紙芝居の
読み聞かせ、手遊び・歌あそび等を楽しんでもらった。



読書週間2018「へえー、こんな本も
あるんだ！」

１０／２３～１１／１５ 秋田市立中央図書館明徳館河辺分館
　図書館が収集したユニークな本、不思議な本、一風
変わった本などを展示し、閲覧・貸出等をとおして市
民の読書活動の幅を広げてもらう活動を行った。

定例おはなし会 １１／８ 秋田市立中央図書館明徳館河辺分館
　おはなし会のボランティア「カレーライス」協力のもと、
乳幼児とその保護者を対象に、手遊び、絵本、紙芝居
などを楽しむ会を開催した。

おはなしのしずくのおはなし会 １０／６
秋田市立新屋図書館

ボランティアグループおはなしのしずく

「小さな秋　～木の実の本　葉っぱの本～」と題して、
おはななし、絵本の読み聞かせ、工作など、幼児から
小学生を対象におはなし会を開催した。

おはなしのしずくのおはなし会 １０／１６
秋田市立新屋図書館

ボランティアグループおはなしのしずく

「おさんぽ　～絵本　手遊び～」と題して、おはななし、
絵本の読み聞かせ、わらべうたなど、赤ちゃんからを
対象におはなし会を開催した。

移転開館20年記念「聖霊高校ハン
ドベル部の演奏会」

１０／２０
秋田市立新屋図書館
聖霊高校ハンドベル部

新屋図書館移転開館20年を記念して、聖霊高校生徒
ハンドベル部による演奏会を開催した。

秋ブックフェア「災害と防災を考え
る」

１０／２３～１１／１５ 秋田市立新屋図書館
秋の読書週間に合わせて、「災害と防災を考える」と題
し、本を展示・貸出をした。

第二回夜の図書館「百鬼夜行の日
の読書会」

１０／３０ 秋田市立新屋図書館
既存の読書会に参加したことのない人を対象に、陰陽
道「百鬼夜行の日」の晩に、ちょっぴり怖い本について
語り合う、敷居の低い読書会を開催した。



おはなしのしずくのおはなし会 １１／３
秋田市立新屋図書館

ボランティアグループおはなしのしずく

「秋色工作会」と題して、おはななし、絵本の読み聞か
せ、工作など、幼児から小学生を対象におはなし会を
開催した。

おはなしのしずくのおはなし会 １１／１３
　　　秋田市立新屋図書館

ボランティアグループおはなしのしずく

「いろいろ・色　～折り紙シアター　絵本～」と題して、
おはなし、絵本の読み聞かせ、わらべうたなど、赤ちゃ
んからを対象におはなし会を開催した。

おはなしの会
１０／６・１０／２０
・１０／２７・１１／３

秋田市立土崎図書館
土崎図書館ボランティアおはなしの会

絵本や紙芝居の読み聞かせを行い、おはなしの世界
を楽しむ会を開催した。

朗読のつどい １０／６
秋田市立土崎図書館

土崎図書館朗読ボランティアはまなす
詩や童話の朗読を楽しむ会を開催した。

おりがみの会 １０／１３・１１／１０ 秋田市立土崎図書館
季節に見合った簡単な折り紙を１つ作成し、絵本の読
み聞かせを楽しむ会を開催した。

赤ちゃんのための
「おはなし会○まるっ」

１０／１８・１１／１５ 秋田市立土崎図書館
赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせや、わらべうた・手
遊びを楽しむ会を開催した。

図書館まつり １０／２０
秋田市立土崎図書館
土崎図書館友の会

本のリサイクル市や図書館クイズなどを開催した。



北部地区児童朗読大会（３．４年生） １１／１０
秋田市立土崎図書館
土崎図書館友の会

小学生（３．４年生）を対象にした朗読大会を開催し
た。

『高校生直木賞vs直木賞』企画展示 １０／１～１１／３０ 潟上市図書館
図書館メイン企画コーナーにて、｢高校生直木賞」「直
木賞｣受賞作品の企画展示貸出を行った。

おすすめ本展示＆「私がおすすめ
したい本」のカード募集

１０／７～１１／１６ 潟上市図書館
「私がおすすめしたい本」のポスター募集と昨年度、ポ
スター掲示されたおすすめ図書の企画展示貸出を
行った。

『来館者のおすすめ本』企画展示 １０／１～１１／３０ 潟上市図書館昭和分館
来館者がおすすめしたい作品の企画展示・貸出を
行った。

おはなしかい １０／６・１０／１３ 潟上市図書館昭和分館 手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。

大人のための読み聞かせ会 １１／２ 潟上市図書館
講師を招いて、１８歳以上の一般の方を対象とした本
の読み聞かせや詩の朗読を行った。

katato雑誌リサイクル市 １０／２８ 潟上市図書館
図書館で除籍手続きを経て不要となった雑誌を、図書
館利用者に無償で提供した。



第４回図書館五七五
表彰式・作品展示

表彰式１０／１４
作品展示１０／１４～１１／
４

八郎潟町立図書館
毎年テーマを決め俳句形式の句を募集。その入賞者
の表彰並びに作品展示を行った。

ハッピーハロウィーンおはなし会 １０／２１ 八郎潟町立図書館 ハロウィーンにちなんだ絵本の読み聞かせを行った。

プラス３冊キャンペーン １０／２９～１１／１１ 八郎潟町立図書館
通常一人５冊の貸出冊数を３冊増やし８冊借りられる
キャンペーンを開催した。（町名「八郎潟町」の「八」に

ちなんで）

おはなし会 １０／２０ 男鹿市立図書館 絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。

展示「ハロウィン」 １０／２～１０／３１ 男鹿市立図書館 ハロウィンをテーマにした絵本・図書の展示を行った。

展示「読書週間」 １０／１６～１１／４ 男鹿市立図書館 図書館おすすめ本を展示した。

移動図書館（幼児健診会場）
１０／４・１０／１８
・１１／２０・１１／２９

由利本荘市中央図書館
１歳６ヶ月児、３歳児の幼児健診が行われる会場に出
向き本の貸し出し、利用者登録等の図書館サービスを
実施した。



移動図書館（病院）
１０／１０・１０／２６
・１１／１４・１１／３０

由利本荘市中央図書館
市内病院に出向き、本の貸し出しや利用者登録等の
図書館サービスを実施した。

おはなし劇場 １０／１３ 由利本荘市中央図書館

パネルシアター、絵本の読み聞かせ、エプロンシア
ター、作ってあそぼう（工作）などを開催した。
（出演：読み聞かせボランティア「おはなしたんぽぽの
会」）

古典講座 １０／１３・１１／１７ 由利本荘市中央図書館

古典講座を開催した。
『源氏物語五十四帖を垣間見る
～光源氏誕生から栄華へ～』
「巻二十三～巻三十一」
「巻三十二～巻三十三」
（講師：元高校の古典担当教諭）

図書館講座
おとなの社会科　6時間目、課外授

業
１０／１９・１１／１７ 由利本荘市中央図書館

６時間目「秋田県のがん対策について」 (講師：秋田県
健康づくり課職員）、課外授業「新聞のしくみ見学ツ
アー」について、講座を開催した。　（行き先：秋田魁
新報　さきがけ印刷センター)

おはなし会 １１／１０ 由利本荘市中央図書館
絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作などを行った。
（出演：読み聞かせボランティア「ゆりかごの会」）

企画展示
『「帯」から選んでみる。』

１０／２７～１１／９
由利本荘市中央図書館 「読書週間」「県民読書の日」に関連した『「帯」から選

んでみる。』の企画展示を実施した。

第１2回朗読と音楽のひととき １１／１７ 主催　由利本荘市岩城図書館
「国語の教科書のおはなし」をテーマに、大人向け朗
読会を実施した。（朗読ボランティアサークルによる朗
読とキーボード演奏とのコラボレーションが特色。）



第45回親子読書感想発表会 １０／２７
由利教育学習課

由利本荘市由利図書館

　小学校親子が同一の本を読み、その図書の感想を
発表する会。親子読書活動の推進と親子のふれあい
をより充実させることを目的に開催。今年で45回目。

読書の秋だよ！
古本お持ち帰りコーナー

１０／２７・２８
由利教育学習課

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）

来
らい

ぶらりフェス 11/１～３ 大仙市立大曲図書館
講演、講座、読み聞かせ、和綴じメモ作り、本のリサイ
クル、利用者から募集した作品展等のイベントを行
なった。

としょかんまつり １０／２７ 主催　大仙市立西仙北図書館
読み聞かせ、工作教室、古本リサイクル市等を開催し
た。

青空おはなし会 １０／１４ 大仙市立神岡図書館 屋外（神岡中央公園）でのおはなし会を開催した。

本のお楽しみ袋 １０／２７～１１／９ 大仙市立神岡図書館
図書館員のおすすめの本を2～3冊（大人向け、子ども
向け）を袋に入れて貸出した。（どんな本が入っている
かは開けてのお楽しみ）

夜の図書館 １１／１・１１／８・１１／１５ 大仙市立神岡図書館 開館時間を午後7時までに延長した。



古本バザール １０／１４ 大仙市立神岡図書館
廃棄処理した図書館の雑誌・本をリサイクルし、利用
者に提供した。

展示「家族で楽しむ読書の秋」 １０／５～１１／９ 大仙市立神岡図書館 家族で楽しめる本の展示をした。

仙北図書館まつり １０／１４ 大仙市立仙北図書館

各行事を開催した。
・みっつパパの絵本ライブ（ギターを使った読み聞かせ）
・ぬいぐるみお泊り会（ぬいぐるみをお預かりし夜にぬいぐるみが図
書館で活動している様子を写真に写して差し上げる。）
・雑誌リサイクル（不要になった雑誌を必要な方に差し上げる。）

展示「土偶と隕石」 １０／２～１１／１０　　　　　 大仙市立仙北図書館

縄文文化がブームになっていることから仙北地域の星
宮遺跡から出土した遮光器土偶と仙北地域で見つ
かった隕石のレプリカや関連した資料・本も集めて展
示した。

講演会「土偶と隕石」 １１／１
大仙市立仙北図書館
ふれあい文化センター

１０／２～１１／１０の期間行っている展示「土偶と隕
石」について、講演会を開催した。

展示「家族で秋を楽しもう！」 １０／５～１１／９ 大仙市立太田図書館 秋にまつわる絵本の展示した。

図書館手帳プレゼント １１／２～１１／５ 大仙市立太田図書館
先着３０名様に、大人かわいい図書館手帳プレゼント
した。



展示「秋がいっぱい」 １０／１３～１１／１１ 大仙市立南外図書館 秋に関する資料を展示した。

読書手帳を作ってみよう １０／２８ 大仙市立南外図書館
南外地域祭と同時開催で中学生にお手伝いをいただ
きながら参加者が読書手帳を手作りした。

読書手帳プレゼント １０／２７～１１／９ 大仙市立南外図書館
期間中の来館者に読書手帳プレゼントをした。
（大人用（大・小）、子供用）

「大きな文字で本をよむ」 １０／５～１１／４ 大仙市立中仙図書館
大活字本（秋田県立図書館の貸出セット）の展示・貸
出を行った。
対象：高齢者

秋のおすすめパック本 １１／１～１１／３０ 大仙市立中仙図書館

大人の趣味を提案する資料を袋入りのセット（パック
本）で貸出した。
パック本：２～３冊セット
対象：一般

展示「ビジネス書ってなんだ」 １０／２～１０／３０ 仙北市総合情報センター・学習資料館
「働くってどういうことなんだろう。そもそもビジネス書っ
て？」。テーマに関連する本を展示し利用された。

展示「心のストレッチ体のストレッチ」 １１／１～１１／２８ 仙北市総合情報センター・学習資料館 健康や運動メンタルヘルスに関する本を展示した。



新潮社創業者佐藤義亮生誕１４０年記
念式典

１１／３ 仙北市総合情報センター・学習資料館
新潮社社長佐藤隆信氏をお迎えし記念式典を行っ
た。

第５８回文化講演会
講師　梨木香歩先生

演題「内なる旅をいくこと」
１１／３ 仙北市総合情報センター・学習資料館

作家梨木香歩先生による講演。（約２００人が来場し
た）

美郷町読書フェスタ2018 １１／３
美郷町学友館

（秋田県教育委員会）

・心に残った本の紹介コンクール
・雑誌リサイクル市
・町内ボランティアによる読み聞かせ会
・NEW超大型絵本のおはなし会　・ティラノサウルスと
の撮影会　・絵本作家 塚本やすし先生と遊びまショー！

ハロウィンおはなし会 １０／２８ 横手市立横手図書館
絵本の読み聞かせ、ゲーム、ハロウィン体験等を行っ
た。

おはなしカランコロンの皆様の
おはなし会

１０／２０ 横手市立増田図書館 手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。

子ども自然教室
「落ち葉の窓を作ろう！」

１０／２８ 横手市立増田図書館 自然観察のあと、屋内で解説をする活動を行った。

木を調べてみよう！ １０／６ 横手市立平鹿図書館
身近な樹木についてお話を聞いたり、調べたりする活
動を行った。



おはなし会 １０／２０ 横手市立平鹿図書館 絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。

雑誌の付録抽選会 １０／２７～１１／２５ 横手市立雄物川図書館
雑誌に付いてきたバックやポーチなどの付録を抽選で
大放出した。

ハロウィンパーティー！ １０／２６ 横手市立雄物川図書館
仮装した図書館員により楽しいハロウィンのおはなし会
を開催した。

リサイクル市
１０／２７～
なくなり次第終了

横手市立雄物川図書館
除籍処分図書のコーナーへの展示と希望者への配布
をした。

リサイクル市
１０／２０～なくなり次第
終了

横手市立大森図書館
除籍処分図書のコーナーへの展示と希望者への配布
をした。

おはなし会 １０／２１ 横手市立大森図書館 手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせを行った。

出張図書館in大森健康まつり １０／２７
秋田県南部老人福祉総合エリア／

横手市立大森図書館
健康・福祉に関する本の展示、読み聞かせ等を行っ
た。



雑誌のリサイクル市 １０／２７ 横手市立十文字図書館 除籍処分雑誌の提供をした。

うさちゃん広場 １０／１２・１１／９
湯沢市立湯沢図書館

おはなしボランティア みんなの森
乳児向けおはなし会を開催した。

みんなの森　おはなし会 １０／２７
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 みんなの森によるおはなし会を
開催した。

リサイクル・古本市 １０／２７～１１／９ 湯沢市立湯沢図書館 除籍した図書館資料などのリサイクルをした。

児童特集
「図書館職員おすすめの本」

１０／１９～１１／１５ 湯沢市立湯沢図書館 家族で読んでほしい本を図書館職員が紹介した。

おはなし会 １０／６・１１／３ 湯沢市立雄勝図書館
読み聞かせボランティア「おはなしはあと」による絵本
の読み聞かせ、手遊び等を行った。

としょかんまつり １１／１０～１１／１１ 湯沢市立雄勝図書館 図書館宝くじ、リサイクル市等イベントを開催した。



としょかんまつり（ぬりえ教室） １１／１１ 湯沢市立雄勝図書館
幼児から一般の方も参加できるぬりえ教室を開催し
た。

読み聞かせ会 毎週水曜日 羽後町立図書館
幼児から小学校低学年を対象にした絵本の読み聞か
せを行った。

絵本とあそぼの会 １０／２７・ １１／２４ 羽後町立図書館 絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作を行った。

子ども司書・ジュニア司書
おすすめ本のPOP展示と

手作り絵本の展示
１０／１～１１／３０ 羽後町立図書館

子ども司書とジュニア司書のおすすめ本をPOPと共に
紹介・展示と、子ども司書が手作りした絵本を展示し
た。

小さな朗読コンサート １０／３１
主催　羽後町教育委員会
主管　羽後町立図書館

絵本作家による講演会、作家やジュニア司書による朗
読（演奏付）を行った。

羽後町ブックフェスティバル １１／２５
主催　羽後町教育委員会
主管　羽後町立図書館

心に残った本の感想コンクール入賞者の表彰・発表、
子ども司書ジュニア司書の認定式、ＡＬＴと英語と日本
語であそぼうなど、各イベントを開催した。

としょしつまつり １０／２７～１０／２８ 藤里町三世代交流館図書室
・本のリサイクル市（除籍資料と町民から寄せられた不
要図書のリサイクルや、ハロウィンミニ工作コーナー、
特集展示コーナーを設置した。



ハロウィンスタンプラリー １０／２～１０／３１
藤里町三世代交流館図書室

藤里小学校図書室

町の図書室と学校図書室にハロウィンにちなんだ本の
展示コーナーを設置し、期間中にそれぞれのコー
ナーを利用するごとに台紙にシールをプレゼント。期
間終了後に集計し、多読者を表彰した。

展示「読書週間」 １０／１６～１１／４ 若美公民館 若美公民館玄関におすすめ本の展示した。

展示「読書週間」 １０／１６～１１／４ 若美公民館 大型絵本の展示をした。

展示「読書週間」 １０／１６～１１／４ 若美公民館 男鹿市立図書館所蔵の本を展示・貸出した。

展示「秋の読書週間withハロウィン」 １０／１５～１１／１９
主催：五城目町生涯学習課

五城目町中央公民館

ハロウィンを連想させる本や、「ホッと一息　本と一息」
を意識した秋の夜長にピッタリな本の特設展示をした。
また、その周囲にハロウィンの装飾を行った。

おはなしキャラバン １０／２０
主催：井川町教育委員会

後援・協賛：井川町
井川町公民館

「ボランティアグループこはぜ」会員による紙芝居、大
型絵本、歌や手遊び等を開催した。

展示「読書週間」 １０／１～１０／３１ 主催・大潟村公民館 秋をテーマにした企画展示を行った。



古本お持ち帰りコーナー １０／２７～２８ 由利本荘市出羽伝承館 除籍本、古本などの無料譲渡をした。

おはなしのへや １０／２８
由利本荘市出羽伝承館

すずめの巣
絵本の読み聞かせ など行った。

｢つくしんぼ｣おはなし会 １１／１０
なるせ児童館図書室
読みかたりグループ

｢つくしんぼ｣
絵本や英語、紙芝居の読み聞かせを行った。

企画展示
「スポーツを楽しもう」

１０／１～１０／３１ なるせ児童館図書室
スポーツの秋をテーマにした、運動会やスポーツに関
する本の展示を行った。

工作教室
「本のしおり作り」

１１／１ なるせ児童館図書室
絵本カバーを使って、しおりを作成するイベントを開催
した。


