
館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

盛岡市立図書館
019-661-4343

図書の展示
「ともだちっていいね」

4月17日（土）～4月30日（金）
盛岡市立図書館

　9時00分　から
18時00分　まで

※土日祝日は17時まで

新学期にぴったりな，友だち，友情を描いた本の
展示・貸出。
【主催】盛岡市立図書館

〃
図書の展示
「この本おもしろかったよ」

4月21日（水）～5月20日（木）
盛岡市立図書館

　9時00分　から
18時00分　まで

※土日祝日は17時まで

子ども達が書いてくれた，自分が読んでおもしろ
かった本の紹介カードと共に，本を展示・貸出。
【主催】盛岡市立図書館

〃 かみしばいのへや
4月22日（木）～5月13日（木）

盛岡市立図書館
15時30分　から
15時50分　まで

幼児・小学生を対象とした紙芝居や絵本の読み聞
かせ。
【主催】盛岡市立図書館

〃 おはなしのじかん
4月24日（土）・5月8日（土）

盛岡市立図書館

11時00分　から
11時20分　まで
11時40分　から
12時00分　まで

幼児・小学生を対象としたストーリーテーリングや
絵本の読み聞かせ。
【主催】盛岡市立図書館

〃
第63回こどもの読書週間記念行事
「作って遊ぼう！からくり玩具」

4月29日（木）
盛岡市立図書館

14時00分　から
16時00分　まで

小学生を対象にした，江戸時代から伝わるからくり
玩具の工作。
【主催】盛岡市立図書館

〃
図書の展示
「本の世界でおでかけしよう！」

5月1日（土）～5月16日（日）
盛岡市立図書館

　9時00分　から
18時00分　まで

※土日祝日は17時まで

読めばおでかけしたくなる，本の世界でおでかけ
気分。そんな本の展示・貸出。
【主催】盛岡市立図書館

盛岡市都南図書館
019-637-3636

おとぎの部屋
4月24日（土）・5月1日(土)・

5月8日(土)
盛岡市都南図書館

14時30分　から
15時00分　まで

幼児～小学生向けの紙芝居と絵本の読み聞か
せ。【主催】盛岡市都南図書館

〃 おはなしのじかん
5月12日（水）

盛岡市都南図書館
11時00分　から
11時30分　まで

0・1・2歳向けの絵本の読み聞かせや手遊び。
【主催】おはなしたまて箱

〃 だっこのおはなし会
4月27日（火）

盛岡市都南図書館
10時45分　から
11時10分　まで

4か月～1歳6か月向け絵本の読み聞かせや手遊
び。
【主催】ほっぺの会

〃 ぬいぐるみおとまりかい
5月8日（土）～5月9日（日）

盛岡市都南図書館

  5月8日
14時30分 から
15時00分 まで

ぬいぐるみと一緒
のおはなし会

  5月9日
14時00分 から
16時00分 まで

ぬいぐるみお迎え

ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加し，ぬいぐる
みだけが同館へお泊り。翌日，お泊り会の様子を
アルバムにしてプレゼント。
【主催】盛岡市都南図書館

盛岡市渋民図書館
019-683-2167

ベストリーダー展
4月24日（土）～5月16日（日）

盛岡市渋民図書館

 
9時00分　から
17時00分　まで

令和２年度に当館で貸出の多かった一般書・児童
書の各上位50冊までを展示貸出する。
【主催】盛岡市渋民図書館

〃
お母さん・お父さん特集
～いつもありがとう～

5月8日（土）～6月20日（日）
盛岡市渋民図書館

 
9時00分　から
17時00分　まで

母の日・父の日に合わせて、本から興味を持って
もらうために、絵本を集めて展示・貸出をする。
【主催】盛岡市渋民図書館

〃 えほんのへや
5月12日（水）

盛岡市渋民図書館
15時30分　から
16時00分　まで

ボランティアグループとんがりやまによる，絵本の
読み聞かせ
【主催】盛岡市渋民図書館

八幡平市立図書館
0195-75-1700

子どもの本の福袋
5月1日（土）～5月31日（月）

八幡平市立図書館
9時00分　から
19時00分　まで

テーマに沿った児童書を選書した福袋の貸出
【主催】八幡平市立図書館

〃 おはなしのじかん
5月8日（土）

八幡平市立図書館

①　11時00分　から
　　 11時30分　まで
②　14時30分　から
　　 15時00分　まで

絵本の読み聞かせ・紙芝居など。
【主催】八幡平市立図書館

〃 Tom&Tam Story Time
5月8日（土）

八幡平市立図書館
15時00分　から
15時30分　まで

英語の絵本の読み聞かせ。
【主催】八幡平市立図書館

雫石町立図書館
019-692-5959

しずくいしおはなし会
4月24日(土)・5月8日（土）

雫石町立図書館

4月24日(土)
11時00分 から
11時30分まで
5月8日(土)

14時00分　から
14時30分　まで

絵本の読み聞かせ。
【主催】雫石町立図書館

〃 ブックスタート
5月7日（金）

雫石町立図書館
　13時00分　から
  15時00分　まで

絵本の読み聞かせを行い、絵本などが入ったブッ
クスタートパックを手渡す。
【主催】雫石町立図書館

〃
第63回こどもの読書週間行事
「わたしのおすすめ！」

4月23日（金）～5月12日（水）
雫石町立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

お薦めの絵本や児童書の書評をつのり館内に掲
示。
【主催】雫石町立図書館

葛巻町公民館図書室
0195-66-2111(162)

テレビや映画館で観たことある！本展
4月26日（月）～5月31日（月）

葛巻町総合センター
　8時30分　から
19時00分　まで

映像化された図書を展示。
【主催】葛巻町公民館
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館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

岩手町立図書館
0195-62-2877

 『心に残る　特別な1冊』
4月23日（金）～5月27日（木）

岩手町立図書館
  9時00分　から
18時00分　まで

心に残る描写や一文のある本を、いくつかのグ
ループに分けて展示、貸出。
【主催】岩手町立図書館

〃 『ステイホームでも旅したい！』
4月20日（火）～5月27日（木）

岩手町立図書館
  9時00分　から
18時00分　まで

家にいながら名所や観光地を楽しめるような本を
展示、貸出。
【主催】岩手町立図書館

〃 本のこうかん市
4月1日（木）～4月30日（金）

岩手町立図書館
  9時00分　から
18時00分　まで

ご家庭で不要になった本の持ち込み、持ち帰り自
由。
【主催】岩手町立図書館

滝沢市立湖山図書館
019-687-2222

春のおはなし会
5月8日（土）

ビッグルーフ滝沢 大会議室
  10時00分　から
  11時00分　まで

春をテーマにした絵本の読み聞かせ等、親子で参
加できるおはなし会など。〔対象〕幼児・小学生・親
子
【主催】滝沢市立湖山図書館

紫波町図書館
019-671-3746

きみのともだち
4月1日（木）～4月29日（木）

紫波町図書館

10時00分　から
19時00分　まで

※土日祝日は18時まで

入園・入学・新学期といった新しい生活に、緊張し
たり、ワクワクしたりする子ども達の気持ちに寄り
添う本を紹介する。
【主催】紫波町図書館

〃 うちゅうはどこまで？
5月1日（土）～5月27日（木）

紫波町図書館

10時00分　から
19時00分　まで

※土日祝日は18時まで

宇宙をテーマに、疑問を調べるための資料や読書
が苦手な子どもも手に取りやすい科学読み物を紹
介する。
【主催】紫波町図書館

矢巾町図書センター
019-656-6620

図書センタースタッフによるおすすめ絵
本

4月1日（木）～6月29日（火）
矢巾町図書センター

　9時00分　から
19時00分　まで

スタッフおすすめ絵本の展示・貸出。
【主催】矢巾町図書センター

〃 小中高生へのおすすめ図書
4月12日（月）～4月30日（金）

矢巾町図書センター
　9時00分　から
19時00分　まで

「いわ１００」「いわ１００きっず」に掲載されている
図書の展示・貸出。
【主催】矢巾町図書センター

〃 小さなおはなし会
4月24日（土）

矢巾町図書センター
　11時00分　から
  11時20分　まで

ボランティアによる読み聞かせ。
【主催】矢巾町図書センター

〃 イースターおたのしみ会
4月24日（土）

やはぱーく３階会議室
14時00分　から
15時00分　まで

ボランティアによるイースターにまつわるゲームや
本の読み聞かせ。
【主催】矢巾町図書センター

〃
こどもの日に自分だけのノートをつくろ
う！

5月4日（火・祝）
矢巾町図書センター

13時00分　から
15時00分　まで

本の構造を学びながら自分だけのノートをつくる製
本講座。
【主催】矢巾町図書センター

〃 おたのしみ本
4月29日（木・祝）～5月11日

（火）
矢巾町図書センター

　9時00分　から
19時00分　まで

絵本等を袋や紙に包み、あけてみるまでのおたの
しみとして貸出。
【主催】矢巾町図書センター

花巻市立花巻図書館
0198-23-5334

「３～４歳におすすめの読み聞かせ絵
本」展

4月23日（金）～5月14日（金）
花巻市立花巻図書館

10時00分　から
17時00分　まで

※土日は
9時00分から
18時00分まで

読書週間に合わせ、３～４歳位のお子さんへご家
族の方々が読み聞かせをするのにおすすめの絵
本を展示。
【主催】花巻市立花巻図書館

〃 こども映画会
5月2日（日）

花巻市立花巻図書館
10時00分　から
11時40分　まで

読書週間に合わせ、こども向け映画会を開催。
【主催】花巻市立花巻図書館

花巻市立大迫図書館
0198-48-2244

テーマ図書展「心ときめくガーデニング」
4月3日（土）～4月30日（金）

花巻市立大迫図書館

　10時00分　から
  17時00分　まで

（土日は9時00分から
18時00分まで)

明るい気持ちになるようなガーデニングや植物に
関連する本の展示・貸出。
【主催】花巻市立大迫図書館

〃
こどもの読書週間関連企画
「司書がすすめるロングセラー絵本展」

4月23日（金）～5月16日（日）
花巻市立大迫図書館

　10時00分　から
  17時00分　まで

(土日は9時00分から
18時00分まで)

ロングセラー絵本の中から司書がすすめる絵本を
選書し展示・貸出。
【主催】花巻市立大迫図書館

花巻市立石鳥谷図書館
0198-45-6882

小学生・中学生におススメの本展
4月23日（金）～5月30日（日）

花巻市立石鳥谷図書館
　9時00分　から
18時00分　まで

小学生・中学生におススメする本の展示・貸出。
【主催】花巻市立石鳥谷図書館

〃 土曜わくわくタイム
4月24日(土)・5月1日（土）・

5月8日（土）
花巻市立石鳥谷図書館

14時00分　から
15時00分　まで

幼児・小学生とその保護者を対象とした読み聞か
せと映画上映。
【主催】花巻市立石鳥谷図書館

花巻市立東和図書館
0198-42-3202

土曜親子映画会
5月8日（土）

花巻市立東和図書館
10時30分　から
11時30分　まで

地元のボランティアによるお話会と、子供向け映
画の上映会。
【主催】花巻市立東和図書館

〃
企画図書展　《ようこそ！花巻市東和町
へ展》

4月14日（水）～5月30日（日）
花巻市立東和図書館

-

仕事や学業などで移り住まわれた方たちへ、地元
の魅力紹介企画。地元の方にも魅力を再認識して
もらえる資料の展示貸出。
【主催】花巻市立東和図書館

〃
企画図書展　文化施設連携《萬鉄五郎と
その周辺の人々展》

4月17日（土）～6月20日（日）
花巻市立東和図書館

-
地元、萬鉄五郎記念美術館と連携し、萬鉄五郎の
展覧会に合わせ、関連する資料の展示貸出。
【主催】花巻市立東和図書館

（岩手県読書推進運動協議会/令和３年４月26日現在）
☆予定は変更される場合があります。詳しい内容については、各主催館等にお問い合わせください。
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館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

遠野市立図書館
0198-62-2340（内線320）

企画展「身近な？に答えます展」
4月7日（水）～5月16日（日）

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、身近な疑
問にお答えする本の企画展。
【主催】遠野市立図書館

〃 ミニコーナー１「猫」
4月1日（木）～4月30日(金)

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、身近な猫
に関する本のミニコーナー。
【主催】遠野市立図書館

〃 ミニコーナー2「100年前の本」
4月1日（木）～4月30日(金)

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、100年前
の本に関するミニコーナー。
【主催】遠野市立図書館

〃 ミニコーナー１「犬」
5月1日（土）～5月31日(月)

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、身近な犬
に関する本のミニコーナー。
【主催】遠野市立図書館

〃 ミニコーナー2「渋沢栄一」
5月1日（土）～5月31日(月)

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、渋沢栄一
に関する本のミニコーナー。
【主催】遠野市立図書館

〃 ミニコーナー3「震災10年・防災」
3月1日（月）～12月28日(火)

遠野市立図書館

　9時00分　から
17時00分　まで

※金曜日は18時まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、震災・防
災に関する本のミニコーナー。
【主催】遠野市立図書館

〃
春の特別映画会
「すみっコぐらし　飛び出す絵本のこ」

4月24日（土）
遠野市立図書館

 
11時00分　から
12時06分　まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、春の特別
映画会。
【主催】遠野市立図書館

〃 子ども映画会「おしりたんてい」
5月1日（土）

遠野市立図書館

 
11時00分　から
11時20分　まで

第63回「こどもの読書週間」にあわせた、子ども映
画会。
【主催】遠野市立図書館

北上市立中央図書館
0197-63-3359

★トリアニ企画第１弾★
「本のスタンプラリー」

4月15日（木）～2月頃まで
北上市立中央図書館

火曜日～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで

土日祝
9時00分　から
18時00分　まで

借りた本の冊数分スタンプをため、30冊・60冊・
100冊毎に景品をプレゼント。※2021年の北上市
はトリプルアニバーサリー（展勝地開園100周年、
みちのく芸能まつり60周年、市制施行30周年)のた
め、それに関連したスタンプラリー。
【主催】北上市立中央図書館

〃
★トリアニ企画第２弾★
「北上市のここが好き！」

4月15日（木）～2月頃まで
北上市立中央図書館

火曜日～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで

土日祝
9時00分　から
18時00分　まで

市制施行30周年記念メッセージの展示。北上市の
好きなところをカードに書いてもらい、掲示する。
【主催】北上市立中央図書館

〃
★トリアニ企画第３弾★
展示「さくら」

4月15日（木）～5月5日(水)ま
で

北上市立中央図書館

火曜日～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで

土日祝
9時00分　から
18時00分　まで

さくらまつりのポスター及び関連図書の展示。
【主催】北上市立中央図書館

西和賀町立川尻地区
公民館図書室
0197-82-2045

児童企画展示「春をさがして」
4月23日（金）～5月12日（水）

西和賀町立
川尻地区公民館図書室

　9時00分　から
19時00分　まで

春に関連した絵本や児童書、自然に関する図鑑
等の展示・貸出。
【主催】西和賀町教育委員会

奥州市立江刺図書館
0197-35-2111

(内線2661)
ベスト・リーディング2020

4月21日（水）～6月27日（日）
奥州市立江刺図書館

　9時30分　から
19時00分　まで

2020年度に江刺図書館で利用の多かった図書に
ついてジャンル毎にランキング発表し、本を展示・
紹介。
【主催】奥州市立江刺図書館

〃 おはなし会「お話びっくり箱」
5月9日（日）

奥州市立江刺図書館
10時30分　から
11時00分　まで

けやきの会のみなさんによる、紙芝居や絵本の読
み聞かせ。
【主催】奥州市立江刺図書館

奥州市立前沢図書館
0197-56-6781

科学道100冊～『知りたい！』が未来をつ
くる。祈コロナ滅、ガンバロウ人類！～

3月21日（日）～4月25日（日）
奥州市立前沢図書館

　9時30分　から
19時00分　まで

科学のおもしろさ・素晴らしさを届ける「科学道100
冊」。いろいろなヒントがかくされている本を展示、
貸出。
【主催】奥州市立前沢図書館

〃
生き方、考え方、リラックス～1人で悩ま
ず、あんしん生活～

4月28日（水）～7月28日（水）
奥州市立前沢図書館

　9時30分　から
19時00分　まで

生きづらさを感じた時に、心の助けになるような本
を展示、貸出。
【主催】奥州市立前沢図書館

〃 はるによみたいえほん
開催中

奥州市立前沢図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

春に読みたい！聞かせたい！絵本を展示、貸出。
【主催】奥州市立前沢図書館

〃 疫病退散！　アマビエ神社
開催中

奥州市立前沢図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

お気に入りの本を紹介した「アマビエぬりえ」を募
集し、掲示。
【主催】奥州市立前沢図書館

奥州市立胆沢図書館
0197-46-2133

あ！はるだね
3月31日（火）～4月25日（日）

奥州市立胆沢図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

４月の入園入学に関連した絵本を展示貸出する
【主催】奥州市立胆沢図書館

〃 新生活応援！
3月6日（土）～4月27日（火）

奥州市立胆沢図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

就職・進学などで新しい生活を始める人へ向けて
の資料を展示貸出する
【主催】奥州市立胆沢図書館

〃 本屋大賞2021
3月5日（金）～4月30日（金）

奥州市立胆沢図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

本屋大賞に関連した図書を展示貸出する
【主催】奥州市立胆沢図書館

〃 おはなしこんにちは
5月9日（日）

奥州市立胆沢図書館
10時30分　から
11時30分　まで

読み聞かせボランテイアによる絵本・紙芝居の読
み聞かせ
【主催】奥州市立胆沢図書館

2021・第63回「こどもの読書週間」行事予定一覧

3

☆予定は変更される場合があります。詳しい内容については、各主催館等にお問い合わせください。
（岩手県読書推進運動協議会/令和３年４月26日現在）



館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

一関市立一関図書館
0191-21-2147

がまくんとかえるくん
～アーノルド・ローベルの世界

4月23日（金）～6月23日（水）
一関市立一関図書館

10時00分　から
20時00分　まで

絵本「がまくんとかえるくん」誕生50周年に合わせ
た企画展。がまくんとかえるくんのシリーズや作者
アーノルド・ローベルの資料の展示、貸出。
【主催】一関市立一関図書館

〃 ムーミンと北欧
4月23日（金）～6月23日（水）

一関市立一関図書館
10時00分　から
20時00分　まで

トーベ・ヤンソン没後20年に合わせたテーマ展示。
ムーミンシリーズと北欧神話など、北欧に関する
資料の展示、貸出。
【主催】一関市立一関図書館

〃 おはなし会
4月24日（土）・5月1日（土）

一関市立一関図書館
10時45分　から
11時15分　まで

図書館職員と読み聞かせボランティアによる幼児
向けおはなし会。
【主催】一関市立一関図書館

〃 おはなし会
5月8日（土）

一関市立一関図書館
10時45分　から
11時15分　まで

図書館職員による幼児向けおはなし会。
【主催】一関市立一関図書館

〃 乳幼児のためのおはなし会
5月12日（水）

一関市立一関図書館

①　10時30分　から
　　 10時50分　まで
②　11時00分　から
　　 11時20分　まで

「おはなしの会TOMO」による乳幼児向けおはなし
会。
【主催】一関市立一関図書館

一関市立花泉図書館
0191-82-4939

おはなし会
4月25日（日）

一関市立花泉図書館
11時00分　から
11時30分　まで

乳幼児から小学生まで、参加者の年齢に合わせ
たわらべうたや手遊び、絵本や紙芝居の読み聞
かせなど。
【主催】一関市立花泉図書館
【協賛等】風の森ココロ

〃 幼児向け企画展示「できるかな？」
4月24日（土）～5月27日（木）

一関市立花泉図書館
-

おうちのお手伝いやおトイレなど、できるかな？ 挑
戦や成長を描いた絵本を展示・貸出。
【主催】一関市立花泉図書館

〃 児童向け企画展示「SDGs」
4月24日（土）～5月27日（木）

一関市立花泉図書館
-

小学生向けにSDGsに関する資料を展示・貸出。
【主催】一関市立花泉図書館

〃 図書館だより「ラブック」に掲載 4月23日（金） -
広報ラブックに関連記事を掲載。
【主催】一関市立花泉図書館

一関市立大東図書館
0191-75-3541

企画展「わたしのいえ、わたしのにわ」
3月26日（金）～5月26日（水）

一関市立大東図書館
10時00分　から
19時00分　まで

心休まるあたたかい場所、家と庭を題材とした絵
本や児童書を展示、貸出。
【主催】一関市立大東図書館

〃
企画展「はるのおと、はるのいろ、はるの
におい」

3月26日（金）～5月26日（水）
一関市立大東図書館

10時00分　から
19時00分　まで

春の訪れを五感で感じる絵本や児童書を展示、貸
出。
【主催】一関市立大東図書館

〃 おはなしタイム
4月24日（土）

一関市立大東図書館
14時00分　から
14時40分　まで

図書館職員による読み聞かせや手遊び、マジック
サークル「ジョーカー」さんによるマジックショーと
バルーンアート。
【主催】一関市立大東図書館

〃 子どもの日おはなし会
5月5日（水）

一関市立大東図書館
11時00分　から
12時00分　まで

絵本の読み聞かせや手遊び、こどもの日にちなん
だ簡単な工作などのおはなし会。
【主催】一関市立大東図書館

〃 だっこでおはなしタイム
5月11日（火）

一関市立大東図書館
11時00分　から
11時30分　まで

0.1.2歳対象としたわらべ歌や手遊び、絵本の読み
聞かせなどのおはなし会。
【主催】一関市立大東図書館

〃 館報なぎさへの掲載
4月中旬配布予定

一関市立大東図書館
-

館報なぎさへ「こども読書週間」の掲載による広報
活動。館報は大東地域内全戸配付。
【主催】一関市立大東図書館

一関市立千厩図書館
0191-51-1122

【児童企画展示】
「 春のおとずれ 」

3月11日（木）～5月15日（土）
一関市立千厩図書館

10時00分　から
19時00分　まで

※土日祝日は18時まで

春になると新たに誕生した虫などのいろいろな生
き物に出会い、花々もたくさん咲いて季節の変化
を実感する。様々な春を感じることのできる絵本を
展示する。
【主催】一関市立千厩図書館

〃
【ＹＡ企画展示】
「 ほんタビに出かけよう 」

3月14日（日）～5月14日（金）
一関市立千厩図書館

10時00分　から
19時00分　まで

※土日祝日は18時まで

一関市立図書館で作成した中高生向けブックリス
ト「ほんタビ」に掲載している本を展示。４つのテー
マのコーナーを「島めぐり」の旅をするような形で
本を紹介する。
【主催】一関市立千厩図書館

〃 ぱちぱちおはなし会
5月1日（土）

一関市立千厩図書館
10時30分　から
11時00分　まで

絵本や紙芝居の読み聞かせのほか、詩の朗読や
季節の歌。
【主催】おはなしぱちぱち

〃
千厩図書館報「わかこま」への
掲載

4月下旬配布予定
一関市立千厩図書館

-

館報「わかこま」へ「こどもの読書週間」に
ついての記事を掲載し、町内全戸配布を
することにより、広報活動を行う。
【主催】一関市立千厩図書館

一関市立東山図書館
0191-47-2324

　
児童展示
「世界の言葉で楽しもう！外国語絵本
展」

4月24日（土）～5月27日（木）
一関市立東山図書館

10時00分　から
19時00分　まで

外国語の絵本や紙芝居を展示、貸出。
【主催】一関市立東山図書館

〃 おひざのうえのおはなし会
5月3日（月）

一関市立東山図書館
11時00分　から
11時30分　まで

乳幼児とその保護者向けのおはなし会。
【主催】一関市立東山図書館

☆予定は変更される場合があります。詳しい内容については、各主催館等にお問い合わせください。
（岩手県読書推進運動協議会/令和３年４月26日現在）
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館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

一関市立室根図書館
0191-64-3820

ことばであそぼう
3月27日（土）～4月27日（火）

一関市立室根図書館
10時00分　から
19時00分　まで

なぞなぞ、しりとり、かぞえうた、わらべうたなど、
言葉を楽しむ絵本を展示、貸出。
【主催】一関市立室根図書館

〃 字のない絵本
4月24日（土）～5月21日（金）

一関市立室根図書館
10時00分　から
19時00分　まで

文字のない絵本を展示、貸出。
【主催】一関市立室根図書館

〃 おはなし会
4月25日（日）

一関市立室根図書館

①　10時30分　から
　　 11時00分　まで
②　15時30分　から
　　 16時00分　まで

絵本や紙芝居の読み聞かせ。
【主催】一関市立室根図書館

一関市立川崎図書館
0191-43-4123

ともだちっていいな！
4月23日（金）～5月26日（水）

一関市立川崎図書館
10時00分　から
19時00分　まで

友達が好きになるような、「友達」を題材にした絵
本を中心に展示・貸出。
【主催】一関市立川崎図書館

〃 みどり -緑・翠・翠-
4月23日（金）～6月23日（水）

一関市立川崎図書館
10時00分　から
19時00分　まで

若葉の季節にあわせて、「みどり」に関する本を展
示・貸出
【主催】一関市立川崎図書館

〃 テントのおはなし会
4月24日（土）

一関市立川崎図書館
11時00分　から
11時30分　まで

テントの中で絵本の読み聞かせや手遊びを楽しめ
るおはなし会。
【主催】一関市立川崎図書館

一関市立藤沢図書館
0191-63-5088

企画展「健康チェック～病気に負けない
～身体づくり」

4月1日（木）～5月26日（水）
一関市立藤沢図書館

（絵本コーナー）

10時00分　から
19時00分　まで

病気に負けない体づくりの展示と貸出。
【主催】一関市立藤沢図書館

〃 おはなし会
4月25日（日）

一関市立藤沢図書館
（絵本コーナー）

11時00分　から
11時30分　まで

子ども向けのおはなし会。
【主催】一関市立藤沢図書館

平泉町立図書館
0191-46-5455

企画展「図書館にキュンです」
4月23日（金）～5月27日（木）

平泉町立図書館

　9時00分　から
19時00分　まで

※土日は17時まで

子ども向けの本を中心に、子どもも大人も楽しめ
る本を展示・貸出。
【主催】平泉町立図書館

〃 小学生図書館体験学習
5月8日（土）

平泉町立図書館
　9時30分　から
11時30分　まで

町内の児童による図書の貸出、書架の整理等の
体験。
【主催】平泉町立図書館

大船渡市立図書館
0192-26-1040

児童図書展示「びっくり！○○ずかん」
4月23日（金）～5月31日（月）

大船渡市立図書館
-

様々なテーマの児童向けの図鑑を紹介する。分野
ごとに離れた場所に配置している図鑑をまとめて
紹介し、普段は手に取らない分野にも触れてもらう
きっかけづくりを行う。
【主催】大船渡市立図書館

〃 おはなしパレード
毎月第2・第4土曜日
大船渡市立図書館

11時00分　から
11時30分　まで

絵本の読み聞かせ、紙芝居の上演、ストーリーテ
リング、エプロンシアターなど
【主催】大船渡市立図書館

陸前高田市立図書館
0192-54-3227

わくわくおはなし会
5月9日（日）

陸前高田市立図書館
14時00分　から
15時00分　まで

子どもから大人まで楽しめる、おはなし会を開催。
【主催】陸前高田市立図書館

〃 企画展示
4月29日（木）～5月25日（火）

陸前高田市立図書館
 9時00分　から
 20時00分　まで

季節にあった本の企画展示。
【主催】陸前高田市立図書館

住田町中央公民館図書室
0192-46-3863

「こどもの読書週間」企画展
4月23日（金）～5月12日（水）
住田町中央公民館図書室

-
こどもの読書週間に合わせ、こども向けのおすす
めの絵本や本を展示する。
【主催】住田町中央公民館図書室

〃 図書室だよりの発行 ４月 -
図書室の紹介・おすすめの本の紹介などを書いた
チラシを発行する。
【主催】住田町中央公民館図書室

〃 読み聞かせ会
5月8日（土）

住田町中央公民館図書室
10時30分　から
11時00分　まで

住田町役場前の芝生広場にて、青空読み聞かせ
会を開催する。(雨天時は役場内にて開催)
【主催】読み聞かせボランティアどんどこ

釜石市立図書館
0193-25-2233

はじめまして！本とのふれあい
4月24日（土）～5月9日（日）

釜石市立図書館
9時00分　から
17時00分　まで

初めて本に触れる乳幼児やあまり本を読まない小
学生に本を読む楽しみを知って貰い、保護者にも
子どもに読み聞かせるおすすめの本を展示する。
【主催】釜石市立図書館

〃 楽しもう！おうち時間
4月23日（金）～5月15日（土）

釜石市立図書館
9時00分　から
17時00分　まで

コロナ禍で増えたおうち時間を、親子での工作や
料理、おうちキャンプなど楽しい時間にする工夫が
いっぱいの本を展示する。
【主催】釜石市立図書館

大槌町立図書館
0193-42-7226

春の絵本まつり
4月1日（木）～5月10日（月）

大槌町立図書館

10時00分　から
18時00分　まで

※金曜日のみ19時まで

MOE絵本屋さん大賞2021受賞作品を中心に、こど
もはもちろん大人もたのしめる絵本を選び展示し
ます。
【主催】大槌町立図書館

〃 子どもペーパークラフト教室
4月3日（土）

大槌町立図書館
10時00分　から
12時00分　まで

町内在住の方による子ども向けのペーパークラフ
ト教室。※新型コロナウイルスの影響により中止と
なる場合あり。
【主催】大槌町立図書館

〃 「このゆびとまれ」による読み聞かせ
4月10日（土）

大槌町立図書館
11時00分　から
12時00分　まで

町内で活動している「このゆびとまれ」による読み
聞かせ。※新型コロナウイルスの影響により中止
となる場合あり。
【主催】大槌町立図書館
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館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

宮古市立図書館
0193-62-2414

手づくり絵本展

4月22日（木）～4月25日（日）
田老分室

4月29日(木)～5月2日(日)
宮古市立図書館

開館時間内
（最終日は午後３時ま

で）

岩手県読書推進運動協議会が読書週間にあわせ
て県内から募集した、手づくり絵本を展示。
【主催】宮古市立図書館

〃 今月の特集

4月1日（木）～4月30日（金）
5月1日(土)～5月31日(月)

宮古市立図書館・田老分室・
新里分室・川井分室

開館時間内
テーマに沿ったおすすめ図書の展示・貸出。
【主催】宮古市立図書館

〃 映画会
4月24日（土）・5月1日（土）・

5月8日(土)
宮古市立図書館

①　11時00分　から
　　 11時30分　まで
②　14時00分　から
　　 14時30分　まで

子ども向けアニメの上映会。
【主催】宮古市立図書館

〃 おはなし会
4月24日(土)・5月8日(土)

宮古市立図書館
14時30分　から
15時00分　まで

読み聞かせボランティアグループによる絵本や紙
芝居の読み聞かせ。
【主催】宮古市立図書館

山田町立図書館
0193-82-3420

企画展「町内閉校小中学校寄贈図書展」
3月30日（金）～4月29日（木）

山田町立図書館
　9時00分　から
17時00分　まで

令和元年度で閉校した町内の小中学校の蔵書の
一部(ティーンズ向けのもの)を展示。
【主催】山田町立図書館

〃 県立図書館巡回展「文学賞受賞展」
4月30日（金）～5月9日（日）

山田町立図書館
　9時00分　から
17時00分　まで

県立図書館の巡回展示。
【主催】山田町立図書館

岩泉町立図書館
0194-22-3149

　
こども読書まつり

4月9日（金）～5月30日（日）
岩泉町立図書館

　9時30分　から
19時00分　まで

①～④の取り組みを通じて、児童が読書に親しむ
機会を増やす。
【主催】岩泉町立図書館

〃 ①特別貸出
4月9日（金）～5月30日（日）

岩泉町立図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

期間中、図書の貸出冊数を１人１０冊に変更。
（通常は１人７冊まで）
【主催】岩泉町立図書館

〃
②「み－んな大すき！！お兄ちゃん、お
姉ちゃん」　図書・絵本展

4月9日（金）～5月30日（日）
岩泉町立図書館

　9時30分　から
19時00分　まで

兄弟、姉妹に関する図書、絵本を展示。
【主催】岩泉町立図書館

〃 ③チャレンジ！読書クイズ
4月19日（月）～5月14日（金）

岩泉町立図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

昔話や童話などからクイズを出題、全問正解者に
記念品あり。
【主催】岩泉町立図書館

〃 ④本のリサイクル広場
4月24日（土）～5月9日（日）

岩泉町立図書館
　9時30分　から
19時00分　まで

寄贈や除籍した図書と雑誌を無償提供。
【主催】岩泉町立図書館

〃 おはなし会
4月24日（土）・5月8日（土）

岩泉町立図書館
14時00分　から
14時30分　まで

絵本や紙芝居などの読み聞かせ。
【主催】岩泉町立図書館

久慈市立図書館
0194-53-4605

今注目の資格・検定の本展
4月2日（金）～4月25日（日）

久慈市立図書館
　9時00分　から
19時00分　まで

今注目の資格、検定に関する本の展示・貸出。
【主催】久慈市立図書館

〃 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂
4月2日（金）～4月25日（日）

久慈市立図書館
　9時00分　から
19時00分　まで

偕成社「銭天堂シリーズ展示キット」を活用し、図
書館の本とあわせた本の展示・貸出。
【主催】久慈市立図書館【協賛等】偕成社

〃 のりもの集まれ！
4月14日（水）～5月16日（日）

久慈市立図書館
　9時00分　から
19時00分　まで

はたらく車、想像の乗り物と車に関する本の展示・
貸出。
【主催】久慈市立図書館

〃 いろんな国のおはなし
4月28日（水）～5月30日（日）

久慈市立図書館
　9時00分　から
19時00分　まで

世界のおはなしや、外国語で書かれた本の展示・
貸出。
【主催】久慈市立図書館

〃 図書館えいが会
4月24日（土）

久慈市立図書館
14時00分　から
14時30分　まで

こども向けの映画の上映会。
【主催】久慈市立図書館

〃 よみきかせ おはなしの巣
4月24日（土）

久慈市立図書館
11時00分　から
11時30分　まで

読み聞かせグループ「ピノキオ」によるおはなし
会。
【主催】久慈市立図書館

久慈市立山形図書館
0194-72-3711

本との出会い～どんぐりころころ～
4月8日（木）～5月20日（木）

久慈市立山形図書館
10時00分　から
18時00分　まで

読書ボランティア「どんぐりころころ」が読み聞かせ
で読んだ本の展示・貸出。
【主催】久慈市立山形図書館

〃
岩手の保健福祉　1960～70年代を中心
に（県立巡回展）

4月16日（金）～4月25日（日）
久慈市立山形図書館

10時00分　から
18時00分　まで

医療・保健福祉草分けの時代における岩手県内
の顕著な取り組みを紹介。
【主催】久慈市立山形図書館

〃 ～自然とふれあおう～
5月1日（土）～6月11日（金）

久慈市立山形図書館
10時00分　から
18時00分　まで

山・川・海・ガーデニングなど外で楽しめる本の展
示・貸出。
【主催】久慈市立山形図書館

普代村図書室
0194-36-1044

えいがかい
5月10日（月）

はまゆり子ども園
10時30分から
11時00分まで

・えいがかい
・工作
【主催】普代村教育委員会

洋野町立種市図書館
0194-65-3943

こどもの読書週間～お気に入りの本をさ
がそう展

4月1日（木）～5月9日（日）
洋野町立種市図書館

9時00分から
17時00分まで

新旧絵本を展示し、お気に入りの本をさがす。登
場人物に関するミッションクイズを行う。
【主催】洋野町立種市図書館
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館　名　等 行　事　名 期　日/会　場 時　間 内　容

洋野町立大野図書館
0194-77-4086

「定番！人気！ロングセラーの本展」
4月1日（木）～4月30日（金）

洋野町立大野図書館
9時00分から
17時00分まで

定番、人気、ロングセラーの児童書や絵本などを
展示。
【主催】洋野町立大野図書館

野田村立図書館
0194-78-2936

企画展「大きくなったらなにになる？」
4月16日（金）～5月13日（木）

野田村立図書館

10時00分　から
21時00分　まで

※土日祝日は9時から

家族や身近な人々の仕事から特殊な職業まで、
色々な仕事が出てくるお話しや絵本、職業につい
て調べる本などを展示。
【主催】野田村立図書館

〃 企画展「のりものだいすき」
4月16日（金）～5月13日（木）

野田村立図書館

10時00分　から
21時00分　まで

※土日祝日は9時から

春の行楽シーズンを迎え、車や電車でお出かけし
たくなる季節。子どもたちに人気のあるのりものの
絵本を展示。
【主催】野田村立図書館

〃 親子映画会
4月25日（日）

野田村生涯学習センター
10時30分から
(30分程度)

親子で楽しむアニメ上映会。
【主催】野田村立図書館

二戸市立図書館
0195-23-3447

知っておきたい!世の中のこと（一般）
3月31日（水）～4月27日（火）

二戸市立図書館

火～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日・祝日は
10時から18時まで

おくり物、つつみ方、礼儀作法、暮らしの知恵、世
の中の仕組みのなぜなどに関する本の紹介・貸出
【主催】二戸市立図書館

〃 パパママよりも年上の絵本（児童）
3月31日（水）～4月27日（火）

二戸市立図書館

火～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日・祝日は
10時から18時まで

世代を超えて愛され続ける名作絵本の紹介・貸出
【主催】二戸市立図書館

〃 もしも○○だったら（一般）
4月29日（木）～5月27日（木）

二戸市立図書館

火～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日・祝日は
10時から18時まで

特殊な職種、サギ、事故、病気、霊など驚く体験、
ifの世界などに関する本の紹介・貸出
【主催】二戸市立図書館

〃 わくわくうらない（児童）
4月29日（木）～5月27日（木）

二戸市立図書館

火～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日・祝日は
10時から18時まで

占いに関する本の紹介・貸出
【主催】二戸市立図書館

〃 月を見あげる（児童）
4月29日（木）～5月27日（木）

二戸市立図書館

火～金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日・祝日は
10時から18時まで

皆既月食や月に関する本の紹介・貸出
【主催】二戸市立図書館

〃
巡回展示
「手づくり絵本展」

5月7日（金）～5月9日（日）
二戸市立図書館

金曜日
9時00分　から
19時00分　まで
※土・日曜日は

10時から18時まで

岩手県読書推進運動協議会が募集した手づくり
絵本の展示（巡回展示）
【主催】二戸市立図書館

〃 親子読書まつり
5月8日（土）～5月9日（日）

二戸市立図書館

8日
11時00分　から
12時30分　まで
13時30分  から
15時00分  まで

9日
11時00分から
12時30分まで

図書館ボランティア花ぐるまによる絵本の読み聞
かせ、大型絵本の展示等
【主催】図書館ボランティア花ぐるま
【後援】二戸市教育委員会

軽米町立図書館
0195-46-4333

図書館クイズ
4月23日（金）～5月12日（水）

軽米町立図書館

　9時00分　から
18時30分　まで

※土日は17時まで

図書館の本からクイズを出題し、解答者に折り紙
の小物をプレゼント。
【主催】軽米町立図書館

〃
おはなしの会
「図書館ひろば」

4月24日（土）
軽米町立図書館

10時00分　から
11時00分　まで

図書館ボランティアによる絵本や紙芝居の読み聞
かせ、季節の折り紙遊びなど。
【主催】軽米町立図書館

中止

九戸村公民館図書室
0195-42-2111(312)

こどもオススメ図書コーナー
4月23日（金）～5月6日（木）

九戸村公民館図書室

　9時00分　から
19時00分　まで

※休日は17時まで

子どもたちに良い本を紹介することにより読書の
喜びや楽しみを理解してもらえるよう「オススメ図
書コーナー」を設置する。
【主催】九戸村教育委員会

一戸町立図書館
0195-31-1400

こども図書館まつり
特別展示「こどもの読書週間2021」

 
4月23日（金）～5月12日(水)

一戸町立図書館
10時00分　から
19時00分　まで

“こどもの本”総選挙に選ばれた本を中心に、児童
書を展示・貸出。
【主催】一戸町立図書館

〃
こども図書館まつり
本をかりてガチャポンをまわそう！

5月1日（土）～5月2日(日)
一戸町立図書館

10時00分　から
18時00分　まで

本をかりた子供にガチャポンをまわしてもらい、景
品をプレゼント！
【主催】一戸町立図書館

〃
こども図書館まつり
「こどもの読書週間×としょかん映画会」

5月5日(水)
一戸町コミュニティセンター・

ホール

 
14時00分　から

幼児・児童を対象とした映画会。上映作品：『あら
しのよるに』（50分）
【主催】一戸町立図書館

岩手県立図書館
019-606-1730

としょかん陣とり合戦(春の陣)
4月1日(木)～5月30日(日)

岩手県立図書館
9時00分　から
20時00分　まで

「幼児・おとな」と「小・中学生」のチームに分かれ、
児童コーナーの地図を本の感想で埋める陣とり合
戦を開催。
【主催】岩手県立図書館

〃
書庫ってなぁに？
修理ってなぁに？

5月5日(水・祝)
岩手県立図書館

14時00分　から
14時30分　まで

「本の倉庫」や「本を修理する道具」を写真や動画
を使って解説後、記念品のしおりを製作。
【主催】岩手県立図書館
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