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１ 中央図書館 実施事業詳細   
 (1) 行  事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

「子ども読書の日」のつ

どい 

4/9(土)

～4/17

（日） 

大型絵本や紙芝居の読み聞か

せ、手作りあそび、手づくり絵本

教室などを実施。協力ボランティ

ア 8団体 

300名 

講座「絵本で子育て楽

しんでみませんか」 

6/3(金) 「絵本の選び方」 48名（24組） 

6/16(木) 「育児絵本の作り方」 48名（24組） 

6/23(木) 「絵本を使っての歌･遊び」 48名（24組） 

全 3回 講師：子育てネットワーカー 144名（72組） 

夏の朗読会 7/3(日) 
豊川朗読の会による「火垂るの

墓」などの朗読 
36名 

七夕まつり 
7/1(水)～ 

7/7（火） 

短冊に願い事を書いてもらい、児

童コーナーへ設置した笹の葉へ飾

る 

400名 

夏のこわ～いおはなし

会 
8/6（土） 

おはなしペープサートによる、ちょ

っぴりこわいおはなし会 
62名 

親子紙工作教室 8/18（木） 
「立体の部屋飾りをつくろう！」 

講師:カミキリムシの会 黒宮節子 
23名（10組） 

宮沢賢治生誕 120年記

念講演会 
8/27（土） 

宮澤賢治研究家 大伊和雄先生

の講和他（読書鑑賞会「賢治の部

屋」との共催事業 

73名 

おはなしコンサート「絵

本と二胡の音楽を聴き

ながら」 

9/10（土） 

「おはなしデュオひまわり」による

大型絵本の読み聞かせ、エプロ

ンシアターと「望(ﾜﾝ)星空(シンク

ォン)」による二胡の演奏 

72名 

人形劇 9/19(月) 

豊川おやこ文化の会人形劇クラ

ブによる「おむすびころりん」ほか

の公演 

180名 

講座「絵本で子育て楽

しんでみませんか」 

10/20（木） 

10/26（水） 

11/8（火） 

絵本の選び方 

育児絵本の作り方 

絵本を使っての歌、遊び 

26名（13組） 

24名（12組） 

26名（13組） 

全 3回 講師：子育てネットワーカー 76名（38組） 

製本講座「世界で 1 冊

だけの文庫本を作ろう」 
10/28（金） 

文庫本の表紙を好みのハードカ

バーに製本 
18名 

「文字･活字文化の日」

関連事業「まいにちお

はなし会」 

10/28（金）

～11/6（日） 

文字活字文化の日にちなんだお

はなし会 

協力ボランティア 8団体 

234名 

「文字･活字文化の日」

関連事業「大人向けの

朗読会」 

11/3（木） 
豊川朗読の会による、大人向けの

朗読会 
41名 

修理ボランティアのため

のスキルアップ講座 
11/4（金） 

修理ボランティア養成講座修了生

を対象としたスキルアップ講座 
15名 

手作りえほん講座 12/17（土） 
すみれ絵本の会による、手作り絵

本講座 
19名 

参 考 



 

 2 

読み聞かせボランティ

ア養成講座 

2/3（金） 元美和町司書山口陽子さんによ

る、読み聞かせの基本や、わらべ

歌を学ぶ講座 

22名 

2/10（金） 24名 

全 2回 46名 

むかしむかしのおはな

しコンサート 
3/20（月） 

「おはなしペープサートとほぼさん

ず」による、豊川の昔話のペープ

サートと音楽、工作を融合したお

はなし会 

85名 

人形劇 3/29（水） 
「人形げきとんぼ」による「かさじぞ

う」他の公演 
230名 

   合計 2320 名参加 

 

 (2) 展  示  （エントランスホール） 

展  示  名 実施期間 内     容 

教科書に載ってるあの本が読みたい！ 4/21～6/14  

子育て支援に関する本 4/21～5/17 『図書館コラボ展示』 

とよかわまちなか活性化展 まちなかっていいじゃん！ 5/19～6/14 『図書館コラボ展示』 

緑のカーテンコンテストに参加しませんか 6/16～7/19 『図書館コラボ展示』 

オリンピック展 6/16～7/19 『図書館コラボ展示』 

園 子温展 6/25～7/19 『図書館コラボ展示』 

平和の図書展 7/21～8/17 『図書館コラボ展示』 

宮沢賢治展 7/30～8/31  

紙とのふれあい展 8/18～9/20  

折り紙・切り紙展 9/1～9/20  

シャガール展 色彩で語る愛 9/22～11/23 『図書館コラボ展示』 

アルミホイルでステキな世界 箔屋スフィカ作品展 10/2～11/23  

豊川出身作家と東三河ゆかりの図書展 12/9～12/28  

緑のカーテンコンテスト受賞作品展 12/9～12/28 『図書館コラボ展示』 

私たちの学び舎の歴史展 1/4～2/14 『図書館コラボ展示』 

多文化共生と国際交流展＆わがまち活動紹介 2/16～3/14 『図書館コラボ展示』 

すみれ絵本の会作品展 3/16～4/18  
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(3) 一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

こどもの日読書展 4/21～5/17  

日本の古典芸能展 5/19～7/19 『図書館コラボ展示』 

認知症を知る 

あれ・それ・これって年のせい？それとも認知症？ 
7/21～8/16 『図書館コラボ展示』 

地域包括ケアってなあに？ 

いつまでも安心して 住み慣れたまちで 暮らしてい

くために 

8/18～9/21 『図書館コラボ展示』 

創業・起業支援フェア 9/22～10/18 『図書館コラボ展示』 

とよかわの健康課題 

糖尿病予防 
10/20～11/23 『図書館コラボ展示』 

人びとのくらしと災害展 12/9～1/17 『図書館コラボ展示』 

夏目漱石・正岡子規生誕 150年展 1/19～3/14  

新社会人・若い人にすすめる本 3/16～4/18  

 

(4) ミニ展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

日本の古典芸能展 4/21～5/17 『図書館コラボ展示』 

3分 3日で卒煙 

（健康に関する本）展 
5/19～6/14 『図書館コラボ展示』 

男女共同参画展 6/16～7/19 『図書館コラボ展示』 

夏休み☆いっぱい遊ぼう！ 7/21～8/16 『図書館コラボ展示』 

天平ロマンの夕べ展 8/18～9/21 『図書館コラボ展示』 

とよかわの秋！ 9/22～10/18 『図書館コラボ展示』 

『子どもと読書』展 10/20～11/23  

学ぼう！ がん 12/9～12/28 『図書館コラボ展示』 

酉・鳥・トリ展 1/5～1/17  

バレンタインの本 1/19～2/14  

電子図書館一周年！展 2/15～3/14  

ディック・ブルーナ展 3/16～4/18  
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(5) 児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

子どもの日・こいのぼ

り・お母さんの本 
4/21～5/17 子どもの日や母の日にちなんだ本 

雨の日、お父さんの本 5/19～6/14 梅雨と父の日にちなんだ本 

たなばたに関する本 6/1～7/7 七夕、天の川についての本 

七夕飾り 7/1～7/7 
子どもたちから募集した願い事の短冊を、

職員が笹に飾り付けする 

課題図書・自由研究・戦

争と平和に関する本 
7/1～8/31 

2014 年度指定された課題図書や戦争と平

和に関する本、自由研究に役立つ本 

おじいちゃん・おばあ

ちゃん・お月見の本 
9/1～10/18 敬老の日やお月見にちなんだ本 

「うち読」おすすめ本 10/20～11/15 「おうちで読書」のおすすめ本 

クリスマスに関する本 11/17～12/25 サンタクロース・クリスマスに関する本 

十二支・お正月に関す

る本、干支の本 
12/22～1/17 お正月に関する本や十二支が登場する本 

まめまき・おにの本 1/5～2/3 鬼や節分に関する本 

ひなまつりに関する本 2/4～3/3 ひな祭り・ひな人形に関する本 

卒業・入園・入学・春・

ともだちに関する本 
3/4～4/18 卒業・入園・入学・春・友情に関する本 
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２ 一宮図書館 実施事業詳細   
 特別展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

子どもの読書週間「きみ

につたえたいたいせつ

なこと」／母の日／北海

道新幹線開通！北海道

の魅力に迫る！ 

4/21～5/17 
マナー、ルール、世の中のこと、気持

ちに関する本など 

父の日／ＤＩＹ特集 5/19～6/14 お父さんにちなんだ本など 

ニッポン再発見！ 6/16～7/19 
手仕事、伝統工業、和食、建築、おも

てなし、地方町おこしに関する本 

課題図書・自由研究／が

んばれ！ニッポン！オ

リンピック特集／原爆

の悲惨、実態を伝える 

7/21～8/31 
課題図書、夏休みに役立つ自由研究の

本や、戦争と平和に関する本 

おじいちゃん、おばあち

ゃん／親を思う／我が

家の防災 

 9/1～10/18 
実家の片づけ、親の介護などに関する

本 

人生を豊かにする読書

術 
10/20～11/13 

直木賞、芥川賞、没後２０年の作家（司

馬遼太郎、遠藤周作）に関する本 

クリスマス／年賀状（干

支の本）、大掃除／今年

をリセット、ご褒美旅

行！海外編 

11/17～12/25 
クリスマス、年賀状、、大掃除、海外

旅行などに関する本 

年末年始・お正月／幸せ

をつくる＂毎日の元気

習慣“ 

12/22～ 1/17 食、運動、楽しいことに関する本 

節分・バレンタイン／税

について／日本の課題 
 1/19～ 2/21 

子ども、若者、高齢者の貧困などに関

する本 

ひなまつり／新生活へ

ジャンプ 
 2/23～ 3/21 卒業、入学、入園、新社会人への本 
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３ 音羽図書館 実施事業詳細   
 (1) 行  事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

子ども読書の日記

念：おはなし会（お

はなしやさん） 

4/23（土） 
絵本、紙芝居、手遊びを楽しんだ

後、手作りのお土産をプレゼント 
11名 

秋 の 読 書 週 間 記

念：おはなし会（お

はなしやさん） 

10/22

（土） 

絵本、紙芝居、手遊びを楽しんだ

後、手作りのお土産をプレゼント 
16名 

  合計 27名参加 

(2) 展  示  

展  示  名 実施期間 内     容 

小さなアートギャラリー 4/1～3/31 
市民の手作り作品の展示（2 か月ごと

に入替え） 

(3) 児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

「子ども読書週間」音羽図

書館がおすすめする絵本

と児童書 

4/21～5/31 
新入園・新入学・進級におすすめする絵

本と児童書 

絵本屋さん大賞 2015 5/1～8/31 絵本専門店員のおすすめ絵本 

課題図書 2016 7/1～8/31 
第 62回青少年読書感想文全国コンクー

ル「課題図書」 

夏休みの宿題に役立つ本 7/28～8/31 夏休みの宿題に参考になりそうな本 

絵本フェア 9/1～10/18 2015年度に受け入れた絵本 

はじめての絵本 10/20～11/15 赤ちゃん向けの絵本 

クリスマスの絵本 11/17～12/28 クリスマスに関した絵本 

日本絵本賞受賞作品展 1/5～3/31 2015年度までの受賞作品 

(4)大人向けコーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

若い人に贈る読書のすす

め 2016 
4/21～5/31 

読書推進協議会が選定した新社会人用

図書を始め、おすすめ本を展示、貸出 

旅を楽しむ！ 6/1～7/19 旅行を楽しむための本 

このミステリーがすごい！

大賞作品 2016 
7/21～8/16 国内編 受賞作品など 

夏をのりきるおすすめの本 7/21～8/31 夏ならではの本 

心豊かに生涯読書、心に

ゆとりの音楽を！ 
9/1～10/18 

「敬老の日読書のすすめ」推薦本などを

始めとする本や、音楽 CD等 

心が軽～くなる子育ての

本、心を落ち着かせる音

楽を！ 

10/20～11/15      育児・子育てに関する本や、音楽 CD等 

年末年始の行事本特集 11/17～1/17      クリスマスやお正月に役立つ本 

時代小説がおもしろい！ 1/19～3/31 人気作家の時代小説など 

準新刊コーナー 通年 受入れから約 3か月経過した本 
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４ 御津図書館 実施事業詳細   
  (1) 行  事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

こどもだって

つぶやきたい 

4/22～

5/31 

本を借りた子に「今つぶやきたいこと」を記

入してもらい掲示する。いいねと思ったつぶ

やきには「いいねシール」を貼ってもらう。 

51名 

星に願いを 6/28～7/7 願い事を書いた短冊を笹に飾ってもらう。 55名 

ぎょむぎょむ

カード 
7/21～8/31 

夏休み中、本を読んだ子にスタンプを押し

夏休み後、カードの裏に想像の深海魚を書

くと、司書が手作り栞としてプレゼント。 

215名 

あったか朗読

会 
3/5 

杉浦暢子氏による川端康成作品「片腕」の

朗読会 
20名 

合計 341名参加 

 (2) 一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

電車で GO！ 4/1～5/13 電車に関する本 

絵本っていいね 4/5～5/13 子どもの読書週間にちなんで絵本 

若沖 Jakuchu 5/5～5/31 伊藤若沖生誕 300 年にちなんだ本や雑誌 

カエルの本 6/1～6/14 カエルに関する本 

ちくちく手作りの本  6/2～6/30 手芸に関する本 

健康な体をつくろう！  6/1～7/31 健康・体力づくりなどの本 

平和であるために 

「戦争資料特集」 
 7/1～8/31 戦争資料 

「輝くおばあちゃん」ﾀ

ｰｼｬﾃｭｰﾀﾞ生誕 100

年を記念して 

 8/1～9/30 輝いているお年寄りの本 

サンクスシニア展  9/1～9/30 敬老の日にちなんで、敬老に関する本 

「健康・元気」の本展 10/1～11/23 元気になれそうな本 

防災を考えよう！！ 10/1～11/23 防災に関する本 

「年末年始の本」特集 12/9～1/31 おせちや年賀状など年末年始に関する本 

かつて子供だったあ

なたにおすすめする

「えほん」 

12/9～2/12 
大人向きの絵本。大人の方が手にとって、子ど

もにすすめてあげてほしい本 

偏愛本（ひとつのもの

に LOVEな本）特集 
2/1～3/31 〇〇〇大好きの本 

おうちカフェと手作り

チョコレート 
 2/1～2/12 

お家で気軽に楽しめる紅茶、緑茶、コーヒーや

ケーキ、バレンタインに向けてチョコレートの本 

おうちカフェ  2/13～3/31 お家でほっこりできるティータイムに関する本 

あたらしいじぶんをさ

がす本 
 2/16～3/31 新しい自分を見つけられるような本 

 

(3) 児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

2016年課題図書  7/1～8/31 夏休みの課題図書 
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５ 小坂井図書館 実施事業詳細   
 特別展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

春のガーデニングを

楽しもう 
4/1～4/19 

寄せ植え、庭木などのガーデニング本、

家庭菜園の本 

こども読書週間～図

書館員おすすめの本

～ 

4/21～5/31 図書館員がおすすめする児童書・絵本 

電車で行こう！ 6/1～7/19 
鉄道写真集や鉄道エッセイなどの本、旅

行ガイド 

夏休み課題図書・自由

研究の本 
7/21～8/31 

自由研究・課題図書（過去のも含む）の

本 

生きものと暮らす 9/1～10/15 
動物愛護週間にちなんで、動物写真集、

犬猫の飼い方本、動物の物語など 

秋の夜長にミステリ

ーはいかが？ 
10/16～11/23 ミステリー本 

クリスマス・年末年始

の本 
12/9～12/28 

クリスマス絵本を中心にクリスマス・年

末年始の本の展示貸出 

（年末年始の本） 1/5～1/15 年末年始を過ごすための本 

家づくり、部屋づく

り、リフォーム 
1/17～2/28 

住宅ローン学習本、住宅デザイン本とお

洒落インテリア本 

卒業、入学、新生活 3/1～3/31 
手作り袋物の本、ひとり暮らし実践本、

卒業・入学をテーマにした文学 

 

 


