
行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

ホール展示 ４月１日～５月５日 島根県立図書館 松岡享子資料展

子ども図書館　季節の展示 ４月２８日～５月２７日 安来市立図書館
JBBYおすすめ本の展示
（国際理解に役立つ本）

ピーターラビット出版１２０年記念展示 ４月２８日～５月３０日 安来市立図書館 ピーターラビット、ビアトリクス・ポターの関連本展示

職員おすすめ本コーナー ４月２６日～５月２９日 はくた図書室 職員おすすめ児童書を紹介コーナーを設置

関連図書の展示 ４月２９日～５月中旬 松江市立島根図書館
期間中、楽しみながらより広い分野の本に親しんでも
らうために、季節や行事に関連した本を展示、紹介。

２０２２・第６４回　「こどもの読書週間」行事一覧



ハッピーバックのプレゼント ５月４日～５月１４日 松江市立中央図書館
「こどもの日」にちなんでこいのぼりのミニ額縁のパーツ
をセットにして、自宅でオリジナルの作品を作って楽し
んでもらう。

ポスター掲示 ４月１８日～５月３０日 雲南市立大東図書館 今年度のポスターを館内に掲示し、啓発を行う。

「BPM　Reading　“ドキドキ”をたより
に本を読もう！」展示

４月１８日～５月３０日 雲南市立大東図書館

「落ち着く」「ふつう」「超興奮」といった読み手の心拍
数に合わせて本を選び展示を行う。
また、図書館内にパネルを設置し、コメントカードを書
くという利用者の参加。

ポスター掲示 ４月８日～５月３０日 雲南市立加茂図書館 今年度のポスターを館内に掲示し、啓発に努める。

工作
「いろいろこいのぼり♪」

４月１０日～５月１２日
飯南町立中央図書館
飯南町立頓原図書館

オリジナルのこいのぼり作成キットを配付し、完成した
こいのぼりは、図書館の壁面につるす。

プレゼント企画
「雑誌の付録抽選会」

４月２３日～５月１２日
飯南町立中央図書館
飯南町立頓原図書館 両館にある雑誌の付録を抽選でプレゼントした。

テーマ展示
「いざ！冒険の旅へ‼」

４月２３日～５月１２日
飯南町立中央図書館
飯南町立頓原図書館

テーマに沿った本を展示。



趣味の講座
「飯南町の草花・樹木の神秘」

４月２４日（日）
１４:００～１５:３０

飯南町立中央図書館
飯南町立頓原図書館

身近な植物についてのお話
講師：飯南町もりの案内人　荻野英明さん

工作教室
「親子でDIYにチャレンジ」

５月１日（日）
１１：００～１２:００

飯南町立中央図書館
飯南町立頓原図書館

ブックスタンドを使った小物入れづくり。

資料展示
「BPM　Reading　“ドキドキ”をたより
に本を読もう！」

４月１７日～５月３０日 雲南市立加茂図書館

ジャンルや著者でなく読中読後の「読み手の心拍数
bpm」で本を選び紹介。利用者がbpmに合わせて選ん
だおすすめ本を書き込む参加企画あり。
（雲南市立図書館　３館合同資料展示）

ブックコート屋さん ４月５、１０日 雲南市立加茂図書館

自分の本に、保護用の透明フィルム（ブックコートフィ
ルム）を貼る。図書館に親しみ、本に愛着を持つことを
目的とする。
（写真あり）

図書の展示 ４月２３日～５月１１日 出雲市立中央図書館
生誕９０年となる堀内誠一氏が絵を手掛けた絵本や児
童書を中心とした本の展示。

図書の展示 ４月２３日～５月２９日 出雲市立平田図書館
２０２２年・第６４回「こどもの読書週間」の標語「ひとみ
キラキラ　本にどきどき」にちなんだ図書を展示。

スタンプラリー ４月２３日～５月１１日 出雲市立平田図書館

希望者にスタンプカードを配布し、期間内の児童書貸
出、イベントへの参加でスタンプを押す。スタンプを３
個集めた人にはプレゼントを渡す。
（対象：小学生以下）



ふれあい絵本袋の貸出 ４月２３日～５月２９日 出雲市立平田図書館

年齢やテーマ別に選んだおすすめの本３冊が入った
袋を貸し出す。借りたい袋の番号カードをカウンターに
持ってきてもらい、引き替えにその番号の袋を貸し出
す。
（対象：乳幼児～小学校低学年）

JBBY選おすすめ！世界の子どもの
本
日本の子どもの本

４月２３日～５月１２日 出雲市立佐田図書館

JBBY（日本国際児童図書評議会）が推薦する本の展
示。
海外と日本のおすすめの子どもの本をパンフレットとと
もに展示。

春のおはなし会
４月２４日

１０：３０～１１：３０
出雲市立佐田図書館

親子で他のすむストーリーテリング。定員１０名（要申し
込み）。
語り手：おはなしパンやさん

本のリサイクル市 ４月２９日～５月１２日 出雲市立佐田図書館 除籍した児童書３２３冊を中心にリサイクル市の開催。

図書の展示 ４月１日～５月２９日 出雲市立海辺の多伎図書館 「こどもの読書週間」の標語にちなんだ本の展示

図書の展示 ４月２３日～５月１３日 出雲市立湖陵図書館 標語にちなんだ絵本の展示

「子どもと家族のふれあい絵本袋」
の貸出

４月２２日～５月３０日 出雲市立湖陵図書館
年齢やテーマに応じたおすすめの本を３冊入れた袋
「子どもと家族のふれあい絵本」を貸出。



４月児童展示
「ひとみキラキラ　本にどきどき」

４月１日～４月２７日 出雲市立大社図書館 標語にちなんだ本の展示

はぴねすバンドとあそぼう！
５月１日

１０：４５～１１：３０
出雲市立大社図書館

出雲市を拠点に活動している「はぴねすバンド」による
手遊び、歌、パネルシアターなどを含むおはなし会。
場所は、大社図書館に併設しているうらら館ご縁ホー
ル。
（対象：乳幼児～一般）

標語にちなんだ本の展示 ４月２３日～５月２９日 出雲市立ひかわ図書館
標語「ひとみキラキラ　本にどきどき」にちなんだ、おす
すめの絵本・児童書の展示

職員によるスペシャルおはなし会

４月２７日、５月４日、
５月１１日

いずれも１１：００～１１：３
０

出雲市立ひかわ図書館
毎週水曜日定期開催の職員による「乳幼児向けおは
なし会」の特別企画。絵本とミュージックパネルシア
ターのおはなし会。

つめよう！かりよう！よんでみよう！ ４月１６日～５月１５日
江津市図書館

江津市図書館桜江分館
くじ引きで当たったカゴに、借りたい本を詰められるだ
け詰めてもらい貸し出す。当たったカゴはプレゼント。

お楽しみ袋 ４月２０日～５月２０日 かわもと図書館
年齢別に選んだ本を２冊セットにして貸出。
中に入っている本は開けてからのお楽しみ。

リーフレット配布 ４月１９日配布 かわもと図書館
読書の大切さや家庭における本の大切さについてリー
フレットを作成し配布。
（在宅児、保育所、小学校に配布）



「おでかけ！おでかけ！」読み聞か
せ＆ワークショップ

5月8日 浜田市立中央図書館
小学生以下を対象とした、読み聞かせや紙芝居と絵
本『せんろはつづく』の工作など楽しいおはなし会を開
催。

特別映画上映会 5月8日 浜田市立中央図書館
子ども映画会開催。
テレビで人気の「おしりたんてい５」を上映。

本のリサイクル市 ５月２日～１２日 浜田市立中央図書館
図書館の所蔵にしなかった児童書（寄贈本）と雑誌の
無料配布。

展示：２０２１年度各賞受賞図書 ４月１日～３０日 浜田市立金城図書館 ２０２１年度の受賞図書（一般書・児童書）を展示。

展示：２０２０～２０２１「えほん５０」 ４月１日～５月２９日 浜田市立金城図書館
全国SLA絵本委員会選定２０２０～２０２１「えほん５０」
のうち、金城図書館所蔵の本を展示。

展示：２０２１年度貸出ランキング ５月１日～２９日 浜田市立金城図書館
金城図書館所蔵本の２０２１年度貸出ランキング１位～
３位をNDCやジャンルごと（絵本、日本の小説など）に
展示。

こどもの読書週間イベント
「本の福ぶくろ」

４月２９日～５月８日 浜田市立金城図書館

様々なテーマごとに金城図書館所蔵本（一般書・児童
書）を選書し、３冊詰め合わせた貸出用「本の福ぶく
ろ」を３０袋用意。利用者に袋を選んでもらい、貸出す
る。



「本のおたのしみ袋」 ４月２９日～５月９日
主催：浜田市立旭図書館

協力：はまだエコライフ推進隊

「こども読書週間」に合わせ、図書館スタッフが色々な
テーマで本を選び、袋詰めし「おたのしみ袋」として貸
出。１袋に３冊、３０セットを準備。本を入れたエコバック
は、「はまだエコライフ推進隊」から提供。

「スイミーと小さな赤い魚の兄弟た
ち」折り紙で壁画作りと『スイミー』の
読み聞かせ

４月２３日～５月８日 浜田市立旭図書館
絵本『スイミー』の一場面をたくさんの折り紙で再現。期
間中、参加者で折り紙の魚を折り、貼り付け、１匹の大
きな魚にし、図書館児童室の壁に飾る。

本のおたのしみ♪福ぶくろ ４月２９日～５月１５日 浜田市立三隅図書館
児童書を３冊ずつテーマごとに袋に入れ、中身のわか
らない状態で貸出。

展示「こどもの本総選挙」 ５月１～３１日 浜田市立三隅図書館
「第３回小学生がえらぶ“こどもの本”総選挙」で上位に
入った本の展示。

春のおはなし会
４月２４日

１０：３０～１１：３０
益田市立図書館

要申込制で先着２５組の親子を対象におはなし会イベ
ントを開催。
大型紙芝居・パネルシアター・動物クイズ・語り・新聞
ばなしなどを行った。

児童特集 ４月１日～２９日
益田市立図書館

益田市立美都図書館
「ともだち」をテーマに絵本・物語を特集。

児童特集 ５月１日～２９日
益田市立図書館

益田市立美都図書館
「おかあさん、だいすき」をテーマに絵本・児童書を特
集。



こどもの読書週間ポスター掲示 ４月１日～５月１２日 津和野町立津和野図書館

特集展示 ４月１日～５月１３日 津和野町立日原図書館
「JBBY」選定の児童図書を絵本書架コーナーで特集
展示。

子ども読書の日スペシャル
４月２３日

１５：００～１５：３０
隠岐の島町図書館 絵本の読み聞かせ、工作。

おすすめ本＆県立図書館お楽しみ
子育て絵本の展示

４月２０日～５月３１日 海士町中央図書館
図書館前ロビーにて親子向けおすすめ絵本と県立図
書館からのお楽しみ子育て絵本を展示。

こどもと大人のおはなし会 5月14日 海士町中央図書館

図書館スタッフによる絵本の読み聞かせ会と親子交流
タイムを実施。会場に親子向けおすすめ本を展示し、
交流タイムには子ども読書や子育てについて情報交
換を行った。

続きは図書館で ４～５月 西ノ島町コミュニティ図書館 児童向け読み物の展示

子ども読書の日
スペシャルおはなし会

４月２３日
１４時～１５時

西ノ島町コミュニティ図書館

子ども読書の日に合わせ、スペシャルおはなし会をす
る予定だったが、島内に新型コロナウィルス感染者が
出たため中止。
（その後おさまったため、普通のおはなし会に変更し
た）



図書の展示 ４月１２日～５月１日
奥出雲町農村環境改善センター

図書室
春のおすすめ絵本展示


