
１ 中央図書館 実施事業詳細 

（ア）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 4/9～4/17 

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 

204名 

講座 

「絵本で子育て楽しんでみ

ませんか」 

6/6 「絵本の選び方」 43 名(21 組) 

6/14 「育児絵本の作り方」 42 名(21 組) 

6/20 「絵本を使っての歌･遊び」 36 名(18 組) 

全 3回 講師：子育てネットワーカー 121名(60組) 

春の図書館まつり 6/10・11   

夏の朗読会 7/3 
豊川朗読の会による「火垂るの墓」など

の朗読 
47 名 

七夕まつり 7/1～7/7 
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 
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 
75 名 

親子紙工作教室 8/18 
「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 
59 名(10 組) 

おはなしコンサート 

「絵本と二胡の音楽を聴き

ながら」 

9/2 

「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 9/24 
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 
86 名 

講座 

「絵本で子育て楽しんでみ

ませんか」 

10/10 
絵本の選び方 

育児絵本の作り方 

絵本を使っての歌、遊び 

28 名(14 組) 

10/17 28 名(14 組) 

 
10/31 20 名(10 組) 

全 3回 講師：子育てネットワーカー 76 名(38 組) 

秋の図書館まつり 10/28・29   

「文字･活字文化の日」関連

事業「まいにちおはなし会」 
10/27～11/7 

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 
276名 

「文字･活字文化の日」関連

事業「大人向けの朗読会」 
11/3 豊川朗読の会による、大人向けの朗読会 53 名 

図書館検定 12/1～12/28  795名 

修理ボランティアのための

スキルアップ講座 

12/14・

12/21 

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 
21 名 

手作りえほん講座 12/16 すみれ絵本の会による、手作り絵本講座 17 名 

読み聞かせボランティアス

キルアップ講座 

2/9 

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 

16 名 

2/14 14 名 

全 2回 30 名 

むかしむかしのおはなしコ

ンサート 
3/31 

「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
85 名 

参 考 



楽、工作を融合したおはなし会 

人形劇 3/29 
「人形劇とんぼ」による「かさじぞう」

他の公演 
220名 

   合計 2,320 名参加 

（イ）図書館コラボイベント ※H29新規事業 

市役所各課等と連携し、図書館でイベントを開催。イベント内容に合わせ、 

関連図書の展示・貸出を実施 

行 事 名 実施月日 課名等 参加者数 

一緒に学ぼう！介護保険制度 

～65歳これから講座～ 
5/25 介護高齢課 17 名 

「図書館でいっしょに講座」 

不登校・登校しぶりのある子の子育て 
6/8・10/4・2/22 

カウンセリング室 

のっぽる 
24 名 

あの夏を想う集い 

「豊川海軍工廠大空襲パネル展示」 
8/4 行政課 － 

「子どもの食物アレルギー」講座 9/10 保健センター 107名 

「創業ミニセミナー＆個別相談会」  9/23 商工観光課 2 名 

読み聞かせボランティアフォローアップ講座 9/27 子育て支援課 29 名 

男女共同参画関連講座 

「自分と相手を尊重した人間関係づくり講座」 
10/19・10/26 

人権交通 

防犯課 
76 名 

「平成 29年度 子育てサポーター養成講座」 
11/2・11/10・

11/24・11/30 
子育て支援課 83 名 

 

（ウ）展示（エントランスホール） 

『図書館コラボ展示』市役所各課等と連携し、テーマに沿った図書展示を行ない、施策を PR 

展  示  名 実施期間 内     容 

こどもの日読書展 4/20～6/20  

バラと本を贈り合おう とよかわサンジョルディの日 4/15～4/23 『図書館コラボ展示』 

子育て支援関連本 4/20～5/16 『図書館コラボ展示』 

とよかわまちなか活性化展 5/18～6/20 『図書館コラボ展示』 

お家も気分もリフレッシュ！ 掃除・家事の本 5/18～6/20  

アルミホイルですてきな世界 箔屋スフィカ作品展 6/22～7/18  

平和の図書展 7/20～8/15  

山の日展 7/20～8/15  

とよかわ百景－第３２回風景の会絵画展 8/16～9/19 『図書館コラボ展示』 

天平ロマンの夕べ 8/16～9/19 『図書館コラボ展示』 

赤坂の舞台伝統芸能展 8/16～9/19 『図書館コラボ展示』 

災害に備えよう！いざという時に備えていますか？ 9/21～10/17 『図書館コラボ展示』 

地震から命を守ろう 耐震シェルター展示 9/21～10/17 『図書館コラボ展示』 

路上のアート マンホールの世界 10/19～11/12 『図書館コラボ展示』 

年賀状を作ろう！ 10/19～11/12  



図書館コラボイベント関連 「人間関係について考える

本 自分を大事にしていますか？」 
10/19～10/27  

「編む」 編み物の本 10/19～11/12  

明るい選挙啓発ポスターコンクール入選作品展 11/23～12/28 『図書館コラボ展示』 

冬を楽しもう！ウィンタースポーツ 11/23～12/28 
愛知県図書館連携事業

＠ライブラリー 

葉室麟展 12/24～12/28  

MY COLOR展 （豊川市出身のトップランナーたち） 1/5～2/20 『図書館コラボ展示』 

石牟礼道子展 2/14～2/24  

健康づくりにチャレンジ！ 2/22～3/15 『図書館コラボ展示』 

お弁当を作ろう！ 2/22～3/15  

金子兜太展 3/1～3/15  

すみれ絵本の会作品展 3/17～4/17  

内田康夫展 3/18～4/17  

 

（エ）一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

大岡信展 4/7～4/18  

藤沢周平展 4/20～5/16  

今日のごはん何にする？料理の本特集 5/6～5/16  

目指せ！元気な生活！展 5/18～6/20 『図書館コラボ展示』 

杉本苑子展 6/4～6/20  

比べてみよう文化の違い 6/22～7/18 『図書館コラボ展示』 

本屋大賞受賞作展 6/22～8/15  

市内で犯罪多発中！防犯対策は万全に 7/20～8/15 『図書館コラボ展示』 

がん検診に行こう！！ 8/16～9/19 『図書館コラボ展示』 

図書館コラボイベント関連 

「子どもの食物アレルギー」 
8/16～9/19  

敬老の日 心豊かに生涯読書 9/10～9/19  

創業・起業支援フェア 9/21～10/17 『図書館コラボ展示』 

2017ノーベル文学賞受賞 カズオ イシグロ関連本 10/6～10/17  

とよかわ市民は糖尿病予備軍が多い！！食べて元気

にもう一皿野菜を！動いて元気にもう 10分！ 
10/19～11/12 『図書館コラボ展示』 

図書館コラボイベント関連「私たちができる子育て支

援－子育て支援に関する本－」 
10/31～11/12  

クラシックは怖くない！？ 11/23～12/28 『図書館コラボ展示』 

図書館コラボイベント関連「私たちができる子育て支

援－子育て支援に関する本－」 
11/23～11/30  

ぽかぽか料理の本 12/5～12/28  



今年はこれに挑戦！ 1/5～1/31  

西郷隆盛関連本展 明治維新 150周年 1/5～1/31  

図書館コラボイベント関連 

「一緒に歩もう 不登校・子育てに関する本」 
2/1～2/28  

100年に一度の大変革！？自動車について知ろう 2/22～3/15  

ミツバチの日展 3/1～3/15  

『クマコ』と走ろう！豊川リレーマラソン 2018 3/16～4/17 『図書館コラボ展示』 

 

（オ）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 

直虎展＆春のおでかけ情報 4/20～5/16  

山本有三生誕１３０年展 5/18～6/20  

医療の豆知識＆健診を受けましょう 6/22～7/18 『図書館コラボ展示』 

演劇になった図書たち 7/20～8/15 『図書館コラボ展示』 

8 月 31日は野菜の日 8/16～9/19 『図書館コラボ展示』 

楽しく走ろう！2017トヨカワシティマラソン 9/21～10/17 『図書館コラボ展示』 

地域包括ケアってなに？ 10/19～11/12 『図書館コラボ展示』 

『こち亀』展   ※２F ﾏﾝｶﾞ･ﾗﾉﾍﾞｺｰﾅｰ 10/11～11/12 『図書館コラボ展示』 

まぼろしの国府土人形展 11/23～12/28 『図書館コラボ展示』 

ワンダフルな１年に！2018いぬの本展 1/5～2/20  

とよかわまちなか活性化展ミニ 2/22～3/15 『図書館コラボ展示』 

若い人に贈る読書のすすめ 3/17～4/17  

 

（カ）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 
4/20～5/16 子どもの日や母の日にちなんだ本 

雨の日、お父さんの本 5/18～6/19 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 

課題図書 6/1～8/31 
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 

平和の図書 7/7～8/31  

自由研究 7/7～8/31  

おじいちゃん・おばあちゃ

ん・お月見の本 
9/1～9/30 敬老の日やお月見にちなんだ本 

ハロウィンの本 10/1～10/31  

「うち読」おすすめ本 11/1～11/30 「おうちで読書」のおすすめ本 

クリスマスに関する本 11/23～12/24 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 12/26～1/16 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 1/18～2/4 鬼や節分に関する本 

ひなまつりに関する本 2/6～3/4 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 
3/6～4/17 卒業・入園・入学・春・友情に関する本 

 

（キ）おはなしのへや利用状況  

団  体  名 実  施  日 回 数 参加者数 

おやこおはなしの会 毎月第１・４日曜日、第３土曜日 34 回 535名 

絵本となかよしの会 毎月第１水曜日 11 回 628名 

よんでよんでの会 毎月第３金曜日 12 回 252名 

かみしばい会 毎月第３日曜日、第４金曜日 21 回 462名 

おはなしのとびら 毎月第１土曜日、第２木曜日 23 回 607名 

おはなしポケット 毎月第４火曜日 13 回 462名 

Rainbow Reading 毎月第３日曜日 10 回 665名 

おはなしペープサート 毎月第２日曜日 １1回 241名 

なないろのこころ 毎月第３木曜日 14 回 436名 

赤ちゃんひろば 毎月第２金曜日 11 回 577名 

合     計 160回 4,865 名 

 

（ク）本の修理ボランティア活動状況  

団  体  名 実 施 期 間 修理冊数 月平均 

修理本ボランティア 2016年４月～2017 年３月 5,463 冊 455冊 

 

 

２ 音羽図書館 実施事業詳細 

（ア）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） 
4/22・5/27 

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 
20 名 

秋の読書週間記念：おはな

し会（おはなしやさん） 
10/28 

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 

合計 31名参加 

（イ）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） 

 



（ウ）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 
4/20～5/31 

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 2016 6/1～6/30 絵本専門店員のおすすめ絵本 

課題図書 2017 6/1～8/31 
第 63 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 7/1～8/31 夏休みの宿題に参考になりそうな本 

絵本フェア 9/1～10/15 2016年度に受け入れた絵本 

はじめての絵本 10/21～11/30 赤ちゃん向けの絵本 

クリスマスの絵本 11/1～12/28 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 2016年度までの受賞作品 

 

（エ）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

2017 
4/20～5/31 

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！ 6/1～7/30 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 2017 
7/20～8/31 国内編 受賞作品など 

夏をのりきるおすすめの本 7/1～8/31 夏ならではの本 

心豊かに生涯読書、心にゆとり

の音楽を！ 
9/1～10/15 

「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！ 
10/21～11/14 育児・子育てに関する本や、音楽 CD等 

笑顔が生まれるお料理本 集め

ました！ 
10/1～11/14 この季節ならではの料理本 

秋深し、心にゆとりの音楽を！ 9/1～10/15 音羽図書館所蔵 CD 

わが家のクリーン作戦 参考本

集めました！ 
11/16～12/28  

年末年始の行事本特集 11/16～1/17 クリスマスやお正月に役立つ本 

年始や仕事切り替えの行事本

特集 
1/5～1/16 お正月や年度末に役立つ本 

時代小説がおもしろい！ 1/5～3/31 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 

  

（オ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

おはなしやさん 毎月第４土曜日 12 回 174名 

 

 

３ 御津図書館 実施事業詳細 



（ア）行 事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

こころに残った

ことの葉 
4/22～5/31 

本や絵本を読んで、その本の中で心に残った言葉

を紙に書いてもらう。紙は葉の形にして木に咲か

すように展示。 

52 名 

七夕まつり 6/28～7/7 願い事を書いた短冊を笹に飾ってもらう。 105名 

日本列島 BOOKリ

レーみとんカー

ド 

7/21～8/31 

夏休み中、本を読んだ子にスタンプを押し、二本

列島の都道府県名に親しんでもらう。裏面は県の

木・花等の資料。 

240名 

あったか朗読会 3/4 杉浦暢子氏による藤沢周平作品「山桜」の朗読会 24 名 

 合計 421名参加 

（イ）一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

偏愛本（ひとつのものに LOVE な本）特集 4/1～4/18 〇〇〇大好きの本 

「子ども読書週間」 4/20～5/31 ロングセラーの絵本、児童書特集 

こどもの本で知る世界の国々 4/20～5/31 世界の国々についての子どもの本 

世界の伝説と民話特集 6/1～6/30 世界の伝説・民話について 

グリーンライフ～生活に緑を～ 6/1～6/30 生活に緑を 

美術館のほん 6/1～7/30 美術館について 

「戦争と平和について考える」展 7/1～8/31 戦争と平和についての本 

自由研究・読書感想文に関する本 7/1～8/31 自由研究、読書家感想文 

夏・秋 健康＆アンチエイジング！！ 8/1～8/31 健康＆アンチエイジング 

防災と防犯への心構えの本 9/1～9/30 防災と防犯への心構え 

月のおはなし 9/1～9/30 月のおはなし 

動物と暮らす本 10/1～11/30 動物と暮らす 

おうちで美味しい秋！！ 10/1～10/31 美味しい秋の料理 

ずっとあるけどちょっと気になる！相撲

とか将棋とか。 
10/1～11/30 相撲・将棋 

お家であったかメニュー！！ 11/1～11/30 お家であったかメニュー 

クリスマスの本 11/16～12/24 クリスマスの楽しみ方 

冬のおもてなし料理 12/1～1/31 冬のおもてなし 

冬のお便り 12/1～12/28 年賀状、寒中お見舞い 

神社、仏閣で一年の感謝と祈願 12/1～1/31 神社・仏閣での祈願 

暮らしを快適に 12/1～1/31 快適な暮らし 

お正月の絵本 1/5～1/31 正月について 

犬の絵本と児童書 1/5～1/31 犬の絵本 

子どもを健やかに育てる絵本・本 2/1～2/28 子育て 

身近な発達障害・学習障害を共に考える 2/1～2/28 発達障害・学習障害 

ひな祭り特集 2/1～2/28 ひな祭り 



犬の本と絵本特集 2/1～2/28 犬の本 

西郷隆盛特集 3/1～3/31 西郷隆盛についての本 

入園・入学準備 ハンドメイドの本 3/1～3/31 ハンドメイド 

春のガーデニング 3/1～3/31 ガーデニング 

入園・入学の絵本と児童書 3/1～3/31 入園・入学 

 

（ウ）児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

2017年課題図書  7/1～8/31 夏休みの課題図書 

 

（エ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

はっぴーたいむ 毎月第３日曜日 １２回 ８９名 

 

 

４ 一宮図書館 実施事業詳細 

（ア）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 

お金のこと 

知っておくとお得！など 
3/16～4/18 お金に関する得する本 

子供の読書週間：「図書館員おすす

めの本」 
4/20～5/16 

新入園・新入学・進級におすすめする絵本

と児童書 

お気軽旅のすすめ 4/20～5/16 
近場のスポット、おすすめしたい場所に関

する本 

家事のすすめ 5/18～6/20 
基本の家事から、楽に楽しい家事に関する

本 

いろいろ勉強法 6/22～7/18 勉強に関する本 

自由研究、課題図書 6/1～8/31  

日本の領土、防衛、世界との関わり 7/20～8/31 自衛隊、領土問題に関する本 

ハッピーシニア、これからシニア 9/1～10/17 シニア世代のライフスタイルに関する本 

和のこころ 10/19～11/14 
日本の美、古典芸能、和食器、和食、和の

おけいこなど、幅広く輪に関する本 

クリスマス・年末年始を過ごす本 11/17～1/16 クリスマスやお正月に役立つ本 

「戌年」～犬の飼い方・育てかた 11/17～1/16 戌年にちなんで犬に関する本 

冬を乗り切る工夫 1/18～2/20 衣食住・心と身体に関する本 

春に向けての準備 2/22～3/15 農作業から心の種まきなどに関する本 

入学入園等新生活開始 3/17～3/31  



 

（イ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

おはなしだいすき 毎月第２火曜日 11 回 115名 

 

 

５ 小坂井図書館 実施事業詳細 

（ア）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 

卒業、入学、新生活 4/1～4/18 
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 

こども読書週間 4/20～5/31 図書館員がおすすめする児童書・絵本 

生き物を見つけ行こう！ 6/1～6/30 虫の生態・変わった生き物 

課題図書を読もう！ 6/1～8/31 感想文の書き方・課題図書（過去のも含む）の本 

夏休みの自由研究 7/20～8/31 自由研究 

スポーツの秋 9/1～10/31 
スポーツの実践本を中心に、スポーツ選手の伝記

や写真集 

芸術の秋 10/16～11/30 美術や音楽について。芸術を楽しむ。 

クリスマスの本 12/1～12/2４ クリスマスの本 

年末年始の過ごし方 12/1～1/16 年末年始の過ごし方に関する本 

科学・宇宙を考えよう！ 1/5～2/20 天体観測・宇宙に関連した本 

新生活を始めよう！ 2/22～3/15 
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 

春からのチャレンジ 3/17～3/31 お花見・春の小旅行 

 

（イ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

大きなかぶの会 毎月第１水曜日 １１回 67 名 

 


