
主催・後援・協賛等 行 事 名 日時又は期間 行 事 内 容

第30回 賢治資料展 10/7(金)～11/27(日)

過去２年間に、新しく収集した宮澤賢治関連資料を一堂に集め
て展示するとともに、「賢治の生きた時代と自然災害」と題し、賢
治が体験した自然災害やその作品への影響を、当館所蔵資料
で紹介。

図書館利用体験教室
11/7(月)
13:00～(１時間程度)

図書館の基本的な利用方法や特徴などを体験しながら、上手な
活用法を学ぶ、利用者向け体験教室。

かみしばいのへや
10/27(木)
15:00～15:30

ボランティアによる紙芝居の読み聞かせ。

かがくのとも500号展
10/27(木)～11/6(日)
9:00～18:00
(土・日9:00～17:00)

かがくのとも500号を展示し、子どもの科学に対する興味関心を
深める。

第65回 読書週間記念講演会
11/3(木)
13:30～15:00

読書週間とかがくのとも500展を記念して、講師澤口たまみさん
による科学(生き物・昆虫等)に関する講演を実施。

えほんのへや
11/3(木)
15:00～15:30

図書館職員によるストーリーテリングと絵本の読み聞かせ。

盛岡市都南図書館
019-637-3636

都南図書館コンサート

Tonan's Bar
トナンズ バー

－絆－

10/30(日)
18:30～19:30
(開場18:00)

図書館閉館後の閲覧室を会場とし、トランペットをメインとしたコ
ンサートを開催。テーマは「絆」。読み聞かせに沿ったアドリブ演
奏なども予定。

音楽の流れるレコードジャケッ
ト展

10/27(木)、10/29(土)、10/30(日)

11/3(木)、11/5(土)、11/6(日)

各日10:00～16:00

図書館が所蔵するアナログレコードを活用し、日毎に異なるジャ
ンルの音楽を再生。関連するジャケットも同時に展示。

県立図書館巡回図書展
「世界の平泉へ」

10/28(金)～11/6(日)
9:00～17:30
(最終日9:00～16:00)

平成23年度県立図書館企画展。

オリジナル 栞製作
10/29(土)・10/30(日)
10:00～15:00

幼児から児童を対象に、読書を楽しむアイテムの一つとなるオリ
ジナル栞の製作。

本の交換広場
11/1（火）～11/6（日）
9:00～17:30
(最終日9:00～15:30)

家庭で不要となった本のリサイクル活動。
【 会場 】姫神ホールエントランス

えほんのへや
11/5(土)
11:00～11:30

ボランティアによる本の読み聞かせ。
【 会場 】姫神ホールホワイエ

昆虫展 10月 昆虫の模型の展示と関連図書の展示貸出。

八幡平市立図書館
0195-75-1700

新刊子どもの本を読む会
11/5(土)
10:00～11:30

絵本や児童書が好きな人のための読書会。

短歌を楽しむ会
11/5(土)
13:00～15:30

短歌を気軽に学習できる会。

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

ブックスタート
11/4（金）
13:00～

乳児健診時に、10か月児とその保護者に絵本の贈呈と読み聞
かせ等。

企画展「浅田次郎特集展」
9/28（水）～
10/30（日）

10/30（日）に町中央公民館で開催される朗読鑑賞会にあわせ、
著者の図書を展示・貸出。

2011上半期ベストランキング
展

11/1(火)～11/11(金) 上半期多く貸し出された本のベストランキングの紹介及び貸出。

岩手町立図書館
0195-62-2877

読み聞かせサポーター養成
講座

11/7(月)・11/14(月)
11/21(月)

読み聞かせボランティア養成講座。

秋のおはなし会
10/29(土)
10:30～12:00

絵本の読み聞かせ。

１０冊まで貸し出します 10/27(木)～11/9(水) 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。

花巻市立花巻図書館
0198-23-5334

秋の読書週間行事
10/29(土)
10:30～11:00

岩橋パパのブックトーク。
幼児～小学校低学年の絵本をブックトーク形式に紹介。

盛岡市渋民図書館
019-683-2167

雫石町立図書館
019-692-5959

2011・第65回「読書週間」行事計画一覧表

岩手県読書推進運動協議会

盛岡市立図書館
019-661-4343

岩手県立図書館
019-606-1730

滝沢村立湖山図書館
019-687-2222
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リサイクルブックフェア
10/22（土）～11/13（日）
9:00～18:00

寄贈図書等の有効活用のため、無料古本交換市を開催。

ことばの本展
11/5（土）～11/27（日）
9:00～18:00

館内所蔵資料の紹介と読書への導入を目的に、テーマ図書展を
開催。

土曜わくわくタイム
毎週土曜日
14:00～15:00

おはなし会と子ども向け映画の上映。

本のリサイクル広場
10/29(土)・10/30(日)
9:00～17:00

利用者から寄贈されたリサイクル本の提供。

岩手ゆかりの作家展 10/27（木）～11/9（水） 岩手出身作家や岩手が舞台の作品を展示・貸出。

トールペイント教室
11/5(土)
10:00～12:00

小学生から一般を対象に、絵を描くのはちょっと苦手という人に
も、石鹸や小物入れなどに絵付けをして楽しんでもらえるトール
ペイント教室。

土曜親子映画会
11/12(土)
11:00～12:00

幼児から小学生及びその保護者を対象に、子ども向きのアニメ
映画などを上映。

住まいの本展 10/26(水)～11/20(日) 住まいをテーマにした本約150冊を集めて展示。

お話の会・子ども映画会
11/5(土)
11:00～

ボランティアによる絵本の読み聞かせ・映画上映。
対象：幼児～小学校低学年

おはなし会スペシャル
11/5(土)
10：30～11：30

人形劇サークル「ゆめのたね」による人形劇。
【 会場 】和賀図書館

秋の古本市
11/6(日)
10:00～14:00

市民から提供された古本の販売。収益の一部で大活字本を購入
し図書館に寄贈。

奥州市立水沢図書館
0197-23-3372

企画展
「昭和史前期：戦争の時代」

10/25(火)～11/20(日)
昭和初期から終戦直後までの日本の状況、歴史に関する本を展
示・貸出。

江戸学講座
「筆満可勢を読む」 第６講

10/27(木)
13:30～15:00

江戸の芸人繁太夫が見た遊郭など、町場の様子を活写した日記
を読む。
【 会場 】江刺生涯学習センター

平成23年度巡回展
「文学賞受賞図書展」

10/28(金)～11/6(日)
9:30～19:00

平成23年6月に県立図書館で開催された同名企画展の資料を借
受けて展示。

奥州市立前沢図書館
0197-56-6781

絵本の読みきかせ
＆絵本ｄｅあそぼう

10/29(土)
10:30～

図書館職員による絵本の読み聞かせ。
絵本を使ったゲーム「アニマシオン」

奥州市立胆沢図書館
0197-46-2133

テイマ展「ハロウィン」
10/4(火)～10/30(日)
9:30～19:00

ハロウイン関連本展示貸出。

「胆沢もったいない市」
10/25（火)～11/13（日）
9:30～19:00

不要図書及び雑誌無料提供。

「図書館活用塾」
10/25(火)～12/18(日)
9:30～19:00

図書館を上手に活用するすべや、図書館の決まりごとを学ぶ。

一関市立一関図書館
0191-21-2147

養老孟司と「脳」の世界 10/3(月)～11/6(日)
11月3日に市内で開催される養老孟司氏の講演にあわせ、養老
孟司氏の著作並びに脳科学分野の関連資料を展示・貸出し、脳
科学の奥深い世界に興味をもってもらう。

企画展
「ボタニカルアートの魅力」

10/27(木)～11/9(水)
花泉の名にちなんで、植物アートの代表でもあるボタニカルアー
トに関するもの、植物に関する資料も展示・貸出。

「ハロウィーン」に関するテー
マ展示

10/27(木)～10/31(月) 関連資料を多数展示・貸出。

｢あったらいいな、こんなもの｣展 9/1(木)～10/30(日)
魔法の道具や巨大な食べ物など、｢あったらいいな｣と思うものが
出てくる絵本の展示・貸出。

第34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

10/4(火)
～11/9(水)

コンクール作品募集。

おはなしタイム
11/5(土)
14:00～

絵本、手遊び、アニメ映画上映。

花巻市立大迫図書館
0198-48-2244

花巻市立東和図書館
0198-42-3202

遠野市立図書館
0198-62-2340

奥州市立江刺図書館
0197-35-2111

一関市立大東図書館
0191-75-3541

一関市立花泉図書館
0191-82-4939

北上市立中央図書館
0197-63-3359

花巻市立石鳥谷図書館
0198-45-6882
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一関市立千厩図書館
0191-51-1122

子ども映画会
11/5(土)
11:00～11:30

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）
「文学で旅を楽しむ」

10/29(土)～11/24(木)
(開館時間に同じ)

旅にちなんだ古今東西の小説や随筆を紹介・展示。
（貸出可能）

企画展示（絵本）
「ハロウィンってなあに？」
「おつきみ」

10/29(土)～11/24(木)
(開館時間に同じ)

ハロウィンの行事にちなみ、魔女がテーマの絵本を紹介・展示。
（貸出可能）
また､夢いっぱいの｢月｣にまつわる絵本も紹介･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
11/5(土)
10:30～11:00

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 図書館通信 10月下旬発行 読書週間周知の記事掲載。

和紙で「しおり」づくり
11/5(土)・6(日)
両日とも 1回目 11:00～

2回目 14:00～
幼児及び児童を対象とした、本のしおり作製。

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

11/5(土)
14:00～15:00

地域文化祭の会場において、図書館司書たちによるスペシャル
バージョンのおはなし会。

「ハロウィーン」のテーマ展示 10/27（木)～11/9(水) 関連資料を多数展示・貸出。

「フランツ・リスト」のテーマ展
示

10/27（木)～11/9(水) 関連資料を多数展示・貸出。（ミニ展示）

「向田邦子」のテーマ展示 10/27（木)～11/9(水) 関連資料を多数展示・貸出。（ミニ展示）

「世界遺産」のテーマ展示 10/27（木)～11/9(水) 関連資料を多数展示・貸出。

一関市立藤沢図書館
0191-63-5088

中東北Ichinoseki
～一関市内の歴史と文化～

11/1(火)～11/10（木）
9:30～17:30

一関市内の歴史、偉人、観光名所、文化に関わる図書や資料を
展示。

クイズラリー
「地域のお宝をさがそう！」

11/5(土) 9:30～17:00
11/6(日) 9:30～15:00

藤沢町産業文化祭に合わせて、展示会場を回りながらクイズに
答える。問題は、郷土に関連のある問題を出題。満点回答者に
は景品贈呈。

平泉町立図書館
0191-46-5455

企画展「注目の本」
10/27（木)～11/24(木)
9:00～19:00
(土・日9:00～17:00)

館内にある、ランキング上位の本や、今年話題になった本などを
展示・貸出。

日本ＳＦ作家図書展
－｢日本沈没｣小松左京氏追悼－

10/26(水)～11/10(木）
小松左京氏の逝去を偲び、彼を含めた日本SF作家御三家の当館所蔵
作品約200冊を展示し、改めてそれら作品と世界観に触れていただくと
ともに、SF文学の魅力や素晴らしさを多くの人々に理解してもらう。

おはなしパレード
10/22(土）・11/12(土）
10:30～11:00

市内読書ボランティアサークルの協力を得て、絵本や紙芝居な
どの読み聞かせを開催。

住田町中央公民館図書室
0192-46-2111

住田町中央公民館
図書まつり

10/28(金)～11/9(水)
9:00～18:30

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。
【 会場 】住田町中央公民館

しかけ絵本展＆ハロウィーン
ミニ図書展

10/21（金)～11/9(水)
当館所蔵の、とびだす絵本や音の出る絵本など、しかけのある
絵本を展示するとともに、ハロウィーン関係図書資料を展示。

ブックスタート整備充実事業
10/26(水)
13:00～

３ヶ月児健康診査会場で、来場した乳幼児とその保護者を対象
に、絵本・パンフレットの配付を行う。
【 会場 】釜石市保健福祉センター

こども映画会
10/29(土)・11/5(土)
11:00・14:00

映画の上映。

おはなし会
11/5(土)
14:30～

絵本・紙しばいの読み聞かせ、折り紙遊び。

平成23年度古本青空広場
11/5(土)
9:00～15:00

登録外寄贈図書を、市民に無料で提供。

岩泉町立図書館
0194-22-3149

「魔女」に関する児童書・絵本展 10/27（木)～11/9(水) 館内所蔵の「魔女」に関する児童書・絵本を展示・貸出。

一関市立東山図書館
0191-47-2243

大船渡市立図書館
0192-26-4478

釜石市立図書館
0193-25-2233

宮古市立図書館
0193-62-2414
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田野畑村教育委員会
0194-34-2226

特別貸出 10/27（木)～11/9(水)
期間中の本の貸出点数を５冊→10冊まで。
【 会場 】アズビィ楽習センター図書室

しかけ絵本展 10/27（木)～11/9(水) 当室所蔵のとびだす絵本など、しかけのある絵本を展示。

絵本のキャラクター人形展 8/27(土)～10月末(予定) 絵本に登場するキャラクター人形の展示。

企画展「地球と生物多様性」
－つながる命と私たちの暮らし－

10/22（土）～11/13（日） テーマに関連した資料の展示・貸出。

原敬
－立志の時代とゆかりの人々－

10/28（金）～11/6（日）
岩手県立図書館所蔵資料の巡回展示。没後90年が経とうとして
いる郷土の偉人が盛岡で過ごした幼少年期を中心に、その人と
なりやゆかりの人々に関する資料約70点の展示。

むかしばなしを聞く会
11/5（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

ヤングアダルトおすすめ図書展
10/21（金)～11/6(日)
10:00～18:00

中高生におすすめの本を展示・貸出。

しおり作り教室
10/27（木)～11/9(水)
14:00～16:00

小学生を対象にしたしおり作り。
【 会場 】山形町内小学校

普代村図書室
0194-36-1044

第31回普代村読書感想文等
コンクール優秀作品展示

11/2（水）～3（木） 普代村読書感想文等コンクール優秀作品の展示。

洋野町立種市図書館
0194‐65‐3943

洋野町詩歌コンクール入選作
品集展

10/27（木）～11/8（火）
当町で開催している「詩歌コンクール」に入選した作品を集めて
毎年度発行される作品集を展示。

二戸市立図書館
0195-23-3447

『話題になった本』展 10/27（木)～11/9(水)
新聞の書評、ドラマ･映画の原作本、報道番組などで話題に取り
上げられた本を、展示・貸出。

幼児絵本感想画展 10/30（日)～11/6(日) 町内園児の感想画を展示。

図書館クイズ 10/29（土)～11/6(日) 幼児、小学生を対象に絵本や物語などからクイズを出題。

樹原ゆり学校巡回朗読会 11/11(金)
町内小中学生を対象に女優・樹原ゆりさんの朗読会。
【 会場 】町内小中学校

第４回 「樹原ゆり」かるまい朗
読会

11/12(土)
町民を対象にした女優・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」
10/22（土）
10:00～12:00

読み聞かせボランティア「やまびこ」による読み聞かせ会。

一戸町立図書館
0195-31-1400

企画展「ぶっくん研究室」
11/1(火)～11/27(日)
10:00～19:00
(土・日9:00～18:00)

「世界遺産」をテーマにした本の展示・貸出。

企画展「ちいさな本だな」
11/1(火)～11/27(日)
10:00～19:00
(土・日9:00～18:00)

「とり」をテーマにした絵本の展示・貸出。

企画展「ティーンズ・ラボ」
11/1(火)～11/27(日)
10:00～19:00
(土・日9:00～18:00)

十代向けの「アンソロジー」の展示・貸出。

特別展「やさしいものがたり」
10/25(火)～11/13(日)
10:00～19:00
(土・日9:00～18:00)

親しい人とのつながりや別れを描いた絵本・物語の展示・貸出。

軽米町立図書館
0195-46-4333

久慈市立図書館
0194-53-4605
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