
主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

第30回 啄木資料展 10/5(金)～11/25(日)
「第66回読書週間」に合わせ、過去２年の間に当館が新たに収
集した石川啄木関連資料を一堂に集めて展示。

文学で巡るいわて
～出かけよう！いわて～

9/29(土)～12/27（木）
県内が舞台になっている作品や、文学散歩関連本を展示・貸
出。

図書館生活のススメ
（図書館利用体験教室）
【ＯＰＡＣ（蔵書検索機）を
使いこなそう】

11/2(金)
18時～、19時～
（各40分程度）

欲しい資料を見つけるための検索の方法、知っておくと得する
裏技を実際に操作しながら紹介。（10/1～申込受付、定員中学
生以上各５名）

図書館生活のススメ
（図書館利用体験教室）
【実はこんなにおもしろい！
電子資料（データベース）を
使ってみよう】

11/4(日)
13時～(40分程度)

新聞・雑誌の記事検索やビジネス情報、雑誌の過去記事、貴重
書庫の資料など、実際に電子資料での閲覧などを体験する。
（10/1～申込受付、定員：中学生以上５名）

特別開催！図書館さんぽ
【たんじょうびの新聞を
さがそう！】

11/3（土）、4日（日）
11時～（各45分程度）

新聞雑誌コーナーと集密書庫で過去の新聞、縮刷版、マイクロ
フィルムなどを閲覧し、誕生日の新聞を探す。（10/1～申込受
付、定員：小学生各10名）

特別開催！図書館さんぽ
【ガイド付き！図書館ツ
アー！】

11/3(土)13時～
（45分程度）

３・４階の各フロアや、普段入ることができない書庫を見学する。
（10/1～申込受付、定員：一般10名）

おはなしのじかん

10/27(土)
小さい子
11時～11時20分
大きい子
11時30分～12時

ボランティア・職員によるストーリーテリングと絵本の読み聞か
せ。
【対象】小さい子：4歳から小学校1年生
　　　 　大きい子：小学校2年生以上

第66回全国読書週間記念
講演会 -啄木没後100年-

10/27(土)
14時～16時

演題「啄木と図書館」と題して国際啄木学会理事・事務局長　森
義真氏の講演。

えほんのへや
11/1(木)
15時～15時30分

職員による絵本の読み聞かせ。

かみしばいのへや
11/8(木)
15時～15時30分

ボランティアによる紙芝居の読み聞かせ。

おはなしころころ

11/9（金）
第１部10時20分～11時
第２部11時10分～11時
30分

わらべうた、手や体を動かしての遊びや絵本の読み聞かせを楽
しむ。
【対象】第１部：1歳3ヶ月以上の幼児と保護者
　　　 　第２部：1歳2ヶ月以下の乳幼児と保護者

盛岡市都南図書館
019-637-3636

盛岡市・都南村合併20周年
記念事業「都南地区20年の
歩み」

10/20(土)～10/31（水）
9時～18時
（土日は17時まで）

写真と資料の展示及びＤＶＤの上映

都南図書館コンサート

Tonan's Bar
トナンズ　バー

11/3（土）
18時30分～19時30分
（開場18時）

図書館閉館後の閲覧室を会場とし、ギターをメインとしたコン
サートを開催。読み聞かせ（朗読）に沿った演奏なども予定。

読書のすすめ「ポップカード」
展示

10/30(火)～11/18(日)
9時～17時30分

渋民小学校6年生の「読書をすすめよう」の一環活動で作成した
ポップカードの展示。

「落語展」
10/20(土)～10/28（日）
9時～17時30分

姫神寄席開催に伴う企画展。関連図書の展示・貸出。

「ハロウイン祭り」
10/20(土)～10/31（水）
9時～17時30分
（小物作り10時～15時）

かぼちゃと魔女関連本の展示及び貸出。ハロウインの小物製
作（期間中の土日のみ）。

巡回図書展
「文学受賞図書展」

10/26(金)～11/4（日）
9時～17時30分
（最終日のみ16時まで）

県立図書館巡回展。

啄木クイズ
10/27(土)～11/4（日）
10時～15時

啄木没後百年に伴い啄木を身近に感じたり啄木資料からクイ
ズを出題し回答してもらう。

栞製作
11/2(金)～11/4（日）
10時～15時

読書に活用する栞製作を行う。

えほんのへや
11/3(土)
11時～11時30分

ボランティア「とんがりやま」による絵本の読み聞かせ。

2012・第66回「読書週間」行事計画一覧表

岩手県読書推進運動協議会　　

岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市立図書館
019-661-4343

盛岡市渋民図書館
019-683-2167
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主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

八幡平市立図書館
0195-75-1700

おはなしのじかん
10/27(土)
14時30分～15時

絵本の読み聞かせや紙芝居など。

新刊子どもの本を読む会
11/10(土)
10時～11時30分

絵本や児童書が好きな人のための読書会。

自分史展示 10/27(土)～11/9(金) 八幡平市自分史「糸の会」会員による作品展示。

しずくいしおはなし会
10/27（土）
10時～

読み聞かせボランティア「おはなしのしずく」による小学生を対
象とした絵本の読み聞かせ。

たのしいよみきかせ 11/7(水）
ＮＰＯ法人「うれし野こども図書室」による保育所を訪問しての絵
本の読み聞かせ。

第6回親子読書のつどい
11/17（土）
9時～12時

関係団体が一堂に会して読書野素晴らしさ・楽しさを子どもたち
や父母にアピールし読書の輪を地域に広げるべく、おはなし会
や講演会を開催。

岩手町立図書館
0195-62-2877

人と人との絆

10/10(水)～10/31(水)
（休館日を除く全日）
9時～18時
11/1（木）～11/11（日）
平日9時～18時、
土日祝9時～17時

親子間、学校生活、職場などで人と人との人間関係の有り方を
取り扱った本の展示。

秋のおはなし会
10/27(土)
10時30分～12時

絵本の読み聞かせ、フィルム上映。

１０冊まで貸し出します
（貸出冊数の制限変更）

10/27(土)～11/9(金)
期間中貸出冊数制限を通常の１人５冊から１人１０冊まで変
更。

野村胡堂生誕130年記念企
画展示「野村胡堂の世界
（仮）」

10/27(土)～11/9(金)
野村胡堂（あらえびす）の資料、あらえびす収集ＳＰレコード関
連ＣＤ等の展示。

秋のおはなし会
10/27（土）、10/28（日）
11/3（土）、11/4（日）

読書ボランティア団体による、秋を楽しむ絵本などを盛り込んだ
おはなし会。

紫波のむかし語りっこ（仮） 10/28（日）
紫波町の昔話や伝説などを、子どもから大人まで語りで楽しむ
会。

映画上映記念ミニ展示
「グスコーブドリの伝記」

10/20（土）～11/4（日） 「グスコーブドリの伝記」紫波町映画上映会と連携した展示。

おはなし会
10/27(土)
①10時～②10時40分～

①小学1～3年生向けのおはなし会。
②5～6歳児向けのおはなし会。

休日ほっと映画会
10/28（日）
10時～

「ルーブル美術館」の上映。

吉村作治先生の著作展 9/8（土）～11/4（日）
花巻市立博物館で行われている「吉村作治の古代七つ文明展
（9/8～11/4）」にあわせた企画展。

花巻市立石鳥谷図書館
0198-45-6882 土曜わくわくタイム

10/27（土）
14時～15時

幼児から小学生及びその保護者を対象に、ボランティアによる
お話会と、子ども向きのアニメ映画などの上映。

親子で楽しむトールペイント
教室

10/28(日)
10時～12時

身近な素材に、パターン化された図柄を描き込んで、オリジナ
ル作品をつくる。参加費：材料代800円。

なつかしの映画会
10/28（日）
14時～16時

劇団四季の「はだかの王様」を上映。

土曜親子映画会
11/10（土）
11時～12時

「ねずみくんのチョッキ①」を上映。上映前に、ボランティアによ
る絵本の読み聞かせ。

子どもの読書応援隊
養成講座「心にひびく言葉の
おくりもの」

11/10(土)
13時～15時

子どもの読書に関心がある方を対象に、読み聞かせの基本や選書方
法、プログラムの組み方などについて研修する講座。【主催】輝く子ど
もの読書運動協議会　【講師】うれし野こども図書室　高橋美知子氏

滝沢村立湖山図書館
019-687-2222

雫石町立図書館
019-692-5959

花巻市立東和図書館
0198-42-3202

紫波町図書館
019-671-3746

花巻市立花巻図書館
0198-23-5334
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主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

読み聞かせの広場
10/28(日)
11時～12時

ボランティアグループによる読み聞かせと絵本の紹介。

心がほっこり
手紙の本展

10/17（水）～11/11（日） 手紙に関する本を約150冊集めて展示。

文学散歩 10/31（水）
没後100年にあたる啄木のゆかりの地を見学研修する。
（※参加要申込み）

子ども映画会・お話の会
11/3(土)
11時～

ボランティアグループによる読み聞かせ・子ども用アニメの上
映。

こども映画会
10/27(土)
10時30分～11時30分

・まんがイソップ物語12（北風と太陽/シカとぶどうの木）
・ぼくときどきぶた

読書ボランティア交流会
10/31（水）
9時30分～11時35分

・読みきかせボランティアの活動報告と実演。
・岩出山むかしかたりの会による活動状況の発表と実演。

秋の古本市
11/4(日)
9時～14時

市民から提供された古本の販売。
【主催】北上読書連絡会・北上市立中央図書館

おはなし会スペシャル
11/4（日）
10時30分～11時30分

読み聞かせボランティア「おはなしポケット」による読み聞かせ、
紙芝居。　【会場】北上市立和賀図書館

奥州市立水沢図書館
0197-23-3372

読書週間企画展
「政治関連書籍展」

10/18(木)～11/18(日)
秋から年末までに国内外の重要な政治日程が組まれている
中、議会、政党、外交、領土問題等の書籍約100点を展示、貸
出。

江刺図書館2012上半期ベス
トリーディング

10/30(火)～11/13（火）
9時30分～19時

平成24年度上半期（4月～9月）に江刺図書館でよく借りられた
本の発表、展示、貸出。

保育所・学校等へ不用図書
提供事業

11/6(火)～11/13（火）
9時30分～16時30分

図書館で不用になった図書の、保育所・学校等の施設への提
供。

奥州市立前沢図書館
0197-56-6781

図書館利用クイズ 10/27(土)～11/11（日）
図書館利用規則をクイズ形式で紹介し、周知を図る。回答者に
記念品（しおり）をプレゼント。対象：中学生以上

奥州市立胆沢図書館
0197-46-2133

胆沢もったいない市 10/23(火)～11/11(日) 不要となった雑誌等の無償提供。

赤ちゃん絵本であそぼ！
（ねぇ、読んで）

11/4（日）
10時30分～11時

・親子（家族）で絵本や手遊びを楽しむことで、赤ちゃんの心をはぐくむ
コミュニケーションづくり。
・赤ちゃん絵本の読み聞かせにより、豊かな表現とことばのはたらきか
け。

おはなしこんにちは
おまつりスペシャル

11/11(日)
10時30分～11時30分

1年で1回限りの３団体による夢の共演。絵本の読み聞かせ、手遊び、
紙芝居等。
読み聞かせグループ「いちごみるく」
おはなしグループ「ぽこあぽこ」
いさわジュニアリーダーズクラブ「サボテン」

一関市立一関図書館
0191-21-2147

第66回読書週間企画展
「民間備荒録　読んで　観る」

10/27(土)～11/22(木)
建部清庵生誕300年にちなみ、窮乏時の食料となる植物の標本
と関連資料の展示。

幼児向けおはなし会
10/27（土）、11/3（土）
各10時30分～

ボランティア及び職員による絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプ
ロンシアター等。

こどものためのおはなし会
10/27（土）
11時～

ボランティアによる5歳から大人までを対象にした昔話（語り）、
絵本の読み聞かせ、わらべうた等。

乳幼児とお母さんのためのお
はなし会

11/1（木）
10時30分～

ボランティアによる乳幼児向け絵本の読み聞かせ、わらべうた、
パネルシアター、手あそび等。

語り部による昔話
11/3（土）
11時～

ボランティアによる民話や昔話の語り。

企画展
「農産あれこれ」

10/27(土)～11/8(木)
高齢者社会に対する支援の一環として、農業支援をテーマに関
連資料を多数展示、貸出する。

「ハロウィーン」に関するテー
マ展示

10/27(土)～10/31(水) 関連資料を多数展示・貸出。

遠野市立図書館
0198-62-2340

北上市立中央図書館
0197-63-3359

奥州市立江刺図書館
0197-35-2111

一関市立花泉図書館
0191-82-4939

3



主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

第35回大東読書感想文・体
験記・感想画並びに詩歌コン
クール作品募集

9/28(金)～10/31（水）
※感想画は11/7（水）ま
で

コンクール作品募集期間。

おはなしタイム
10/27(土)
14時～

図書館職員、図書館のボランティアによる絵本の読みがたり、
マジックショーやバルーンアート。

一関市立千厩図書館
0191-51-1122

子ども映画会
11/3(土)
11時～11時30分

図書館職員が選んだ子どもむけ映画の上映会。

企画展示（一般）
「“本職”オススメの本」

10/27(土)～11/29(木)
(開館時間に同じ)

本作りを専門とする人（作家、書評家）と、本好きな著名人によ
る読書案内、紹介されている本を展示（貸出可能）。

企画展示（絵本）
「みのりの秋」
（秋を感じる絵本）

10/27(土)～11/29(木)
(開館時間に同じ)

収穫の秋の季節を迎え、いろいろな自然の恵みと、それへの感
謝をテーマとした絵本を紹介・展示（貸出可能）。

〃
ボランティアグループ
「おはなしぱちぱち」

ぱちぱちおはなし会
11/3(土)
10時30分～11時

読み聞かせボランティアグループによる定例のおはなし会。
内容は絵本の読み聞かせ、大型紙芝居、ストーリーテリング、
詩の朗読、歌など。

広報活動 9月下旬発行号 図書館通信発行。読書週間周知の記事掲載。

テーマ展「シルバーのための
安心のすすめ」

11/1（木）～12/10（月）
高齢者を対象にした防災や健康づくりに関する資料の展示、貸
出。

一関市立室根図書館
0191-64-2347

平成24年度読書感想画・読
書感想文・読書体験記・親子
読書体験記等コンクール

11/1（木）～11/30（金）
（募集期間）

日頃の読書活動の成果として、読書感想画・読書感想文等を募
集する。

一関市立川崎図書館
0191-43-4123

川崎文化祭：
（仮称）お楽しみおはなし会

11/3(土)
地域文化祭の会場において、図書館司書による特別おはなし
会。

商業いろいろ 10/27（土)～11/9(金) 関連資料を展示・貸出。（一般）

ノーベル賞　過去から未来へ 10/27（土)～11/9(金) 関連資料を展示・貸出。（一般）

ハロウィーン 10/27（土)～11/9(金) 関連資料を展示・貸出。（児童）

古事記を楽しむ 10/27（土)～11/9(金) 関連資料を展示・貸出。（ミニ展示）

ビートルズ50周年がやって
くる　ヤァ！ヤァ！ヤァ！

10/27（土)～11/9(金) 関連資料を展示・貸出。（ミニ展示）

一関市立藤沢図書館
0191-63-5088

おはなし会
10/27(土)
13時30分～14時

季節に合わせた絵本の読み聞かせや紙芝居など。

企画展示「文字から本へ
　～変身することば～」

10/27（土）～11/11（日）
10時～18時

記号から文字へ、漢字からひらがなへなど言葉の移り変わり、
書物の歴史など言葉に関する図書の展示。書道教室の子ども
たちが書いた象形文字などの作品もあわせて展示。
【会場】一関市立藤沢文化センター

古典文学講座
「徒然草を読む」

10/30(火)
10時～12時

古典文学の朗読と鑑賞。講座終了後は「読書会」の結成を予
定。

平泉町立図書館
0191-46-5455 企画展「男性作家特集」

10/27（土)～11/29(木)
平日9時～19時
土日9時～17時

館内にある、男性作家の本を展示・貸出。

おはなしパレード
10/27(土)
10時30分～11時

市内で活動している読書ボランティアによるおはなし会。

おつきさまの絵本展
10/24(水）～10/31(水）
開館時間内

おつきさまを題材とした絵本の展示・貸出。また十五夜や十三
夜についての説明も展示。

ハロウィン絵本展
10月中旬から11月上旬
予定

ハロウィンに関連する絵本を展示・貸出。

大船渡市立図書館
0192-26-4478

一関市立大東図書館
0191-75-3541

一関市立東山図書館
0191-47-2243
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主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

住田町中央公民館図書室
0192-46-2111

図書まつり
10/26(金)～11/9(金)
9時～18時30分

・文化産業まつりに合わせ、新刊や美術書、文化産業まつり関
連の本等の展示・貸出。
・図書室入口に、図書ボランティア「ま～ぶる」おすすめの本の
展示。
・「ま～ぶる」で作成した〈住田いいとこカルタ〉でカルタ遊び他。
【 会場 】住田町中央公民館
　【協力】図書ボランティア「ま～ぶる」

絵本の読み聞かせ
10/27（土）～11/9（金）
※詳細日程未定

読み聞かせボランティアによる幼児・児童を対象とした絵本の
読み聞かせ。

本に関するクイズ 10/27（土）～11/9（金）
所蔵及び配架している本の中からクイズを出題し、成績優秀者
に記念品を贈る。

ＢＭ、絵本カーの愛称募集 10/27（土）～11/9（金） 寄贈された車両の愛称を募集する。

ブックスタンプラリー

（募集）
11/1(木)～11/30(金)
（展示）
12/1(土)～12/28(金)

小学生に図書館所蔵の図書を読んで紹介文を書いてもらい、
それを子ども図書室に展示。

古本青空広場
11/10(土)
9:00～本がなくなり次
第終了

読書の推進を図るため、市民から提供される不要本を希望
する市民に渡す。【会場】宮古市立図書館駐輪場

しかけ絵本展
11/2(金)～11/11(日)
9時～17時

動物などが立体的に飛び出す、町立図書館所蔵のしかけ絵
本展。

「声の広報」
11/7(水)
9時30分～12時

視聴覚障害者サービスとして、「広報やまだ」を音訳テー
プに録音し、自宅に郵送する。

岩泉町立図書館
0194-22-3149

「おつきさま」児童書・絵本展
10/27（土)～11/11(日)
9時30分～18時30分
土日9時～17時

「おつきさま」がテーマの絵本・児童書の展示・貸出。

企画展「めざせ！健康なカラ
ダ作り！」

10/24（水）～11/11（日）
食事、運動、疲労回復など、健康なカラダ作りに関する本を展
示・貸出。

むかしばなしを聞く会
11/3（土）
14:00～15:00

語り部マイスター「今昔亭光草」さんが方言で語る、地元の昔
話。

久慈市立山形図書館
0194-72-3711

家読のすすめ
　-お家で、家族で、本を楽し
もう-

11/1（木)～11/29(木)
10時～18時

子どもから大人、家族で楽しめる本の展示、貸出。

オリジナルマグネット作り
教室

10/27（土）
10時～15時

文化祭での来場者を対象（主に小学生）に、ペットボトルのふた
を利用したオリジナルマグネット作り。

普代村図書室
0194-36-1044

第32回普代村読書感想文等
コンクール優秀作品展示

11/3（土）～4（日）
第32回普代村読書感想文等コンクール優秀作品の展示。
【会場】自然休養村管理センター

としょしつまつり 11/6（火）
人形劇サークル「じゃんけんぽん」による人形劇等。
【会場】はまゆり子ども園

洋野町立種市図書館
0194‐65‐3943

平成24年洋野町少年少女詩
歌コンクール入賞作品展

10/27（土）～11/30（金）
平成24年度の入賞作品を、部門ごと（詩・短歌・俳句・川柳）に
掲示する。表彰式は11月11日（日）。

第7回洋野町読書感想文コン
クール入賞作品展

10/27（土）～11/30（金） 平成24年度入賞作品の展示。表彰式は11月11日（日）。

読書推進講演会報告展
（ＨＴＢ　藤村氏・嬉野氏）

10/27（土）～11/30（金）
平成24年9月8日に開催した講演会の模様を上映。当日の様子
の写真や、参加者地図・メッセージボード等も展示。

読書の秋・それぞれの秋展 10/27（土）～11/30（金）
「旅」「星座」「料理」「美容」など、さまざまな秋に対応する図書
の展示。

宮古市立図書館
0193-62-2414

大槌町立図書館（城山図書室）
0193-42-2300

久慈市立図書館
0194-53-4605

山田町立図書館
0193-82-3420
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主催・後援・協賛等 行　　事　　名 日時又は期間 行　事　内　容

二戸市立図書館
0195-23-3447

企画展「２０１１年受賞図書総
ざらい」

10/2（火)～11/9(金) 2011年に日本の文学賞等を受賞した図書を展示。

図書館ひろば
10/27（土)
10時～11時

図書館ボランティアによる読み聞かせや折り紙遊びなどを行う。

幼児絵本感想画展 10/28（日)～11/4(日) 町内園児の感想画を展示。

図書館クイズ 10/27（土)～11/9(金)
図書館の蔵書からクイズを出題し、参加者に手づくりしおりをプ
レゼントする。

樹原ゆり学校等巡回朗読会 11/9(金)～11/10（土）
町内小中学校、保育園を巡回し、女優・樹原ゆりさんの朗読会
を開催。
【主催】かるまい朗読会実行委員会・軽米町立図書館

第５回 「樹原ゆり」かるまい
朗読会

11/10(土)
19時～21時

町民を対象とした女優・樹原ゆりさんの朗読会。
【 会場 】軽米中央公民館

九戸村公民館図書室
0195‐42‐2111

やまびこ「読み聞かせ会」
10/27（土）
10時～12時

読み聞かせボランティア「やまびこ」による読み聞かせ会。

「復興の先覚者・後藤新平～
岩手復興偉人伝～」展示

10/26(金)～11/4(日)
9時～17時

平成24年度巡回展示による展示コーナー設置。

やまびこ「読み聞かせコー
ナー」

10/28(日)
10時～12時

第26回九戸村産業・芸術文化まつりにおいて読み聞かせコー
ナー設置。

一戸町立図書館
0195-31-1400

企画展示「文学の森」 10/30(火)～11/25(日) 日本推理作家賞受賞作品の展示と貸出。

季節展示「本ア・ラ・カルト」 10/27(土)～11/11(日)
本の装丁や書店エッセイなど、本にまつわる読み物の展示・
貸出。

軽米町立図書館
0195-46-4333
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