
行　事　名 日時または期間 主催・後援・協賛等 行　事　内　容

図書展示
「KOBELCO森の童話大賞」金賞受
賞の絵本

～6月15日(水)まで 兵庫県立図書館

KOBELCOグループが主催する、小学生、中学生、高
校生を対象とした、「森」をテーマにした創作童話のコ
ンテスト「KOBELCO森の童話大賞」の第１回～９回金
賞作品を展示

児童書の展示
「名作を読もう」

4月22日(金)～5月15日
(日)

神戸市立中央図書館
兵庫県子どもの図書館研究会による「基本図書目録」
などを参考に、長年読み継がれている本を展示

児童書のミニ展示
「めざせ、図書館博士！」

4月28日(木)～5月15日
(日)

神戸市立中央図書館
図書館の利用方法がわかる本や図書館が登場する本
を展示

みんなでトライ♪
「図書館ビンゴ」に挑戦しよう！

4月22日(金)～5月15日
(日)

神戸市立中央図書館
ビンゴカード（9マス）に書かれたキーワードや分類番
号の本を貸出するとハンコがもらえる。9個のスタンプを
集め、ビンゴが完成したら景品を渡す。

100回記念たんぽぽおはなし会
5月14日(土)

①15:00～15:15
②15:20～15:45

神戸市立中央図書館

毎月第2土曜日に行っている、ボランティアグループ
「おはなしたんぽぽ」によるたんぽぽおはなし会が、
100回目を迎えることを記念して、特別なおはなし会を
開催。
普段より長くストーリーテリングと絵本の読み聞かせを
実施。
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児童書の展示
「森のがっこう」

4月19日(火)～5月15日
(日)

神戸市立東灘図書館
自然の描写を通して、感情を育むことができる絵本や
児童書の展示

よんで！ビンゴ本📖
4月19日(火)～5月15日

(日)
神戸市立東灘図書館

ビンゴのマスに書かれたテーマの本を貸出するとハン
コを押す。ビンゴが完成したら景品を渡す。

みんなのおはなし会
4月23日(土)
①10:30～
②11:00～

神戸市立東灘図書館 絵本の読み聞かせ

ミニ工作付
スタッフおはなし会

4月29日(金・祝)
①10:30～11:10
②14:00～14:40

神戸市立東灘図書館
絵本の読み聞かせと手遊び、簡単に作れる工作実
施。

工作教室
「飛び出すカードを作ろう！」

5月4日(水・祝)
13:30～15:00

神戸市立東灘図書館 飛び出すメッセージカードの作成。

子どもと大人が楽しむおはなし会
5月8日(日)
5月15日(日)
14:00～14:30

神戸市立東灘図書館 ストーリーテリングや絵本の読み聞かせ

児童書の展示
「ドキドキ！本の動物園」

4月19日(火)～5月15日
(日)

神戸市立灘図書館 動物や動物園に関する本を展示



灘図書館キャラクターお名前投票
4月19日(火)～5月15日

(日)
神戸市立灘図書館

灘図書館キャラクターの３つのお名前候補の中から一
つ選んでもらい、一人一枚投票

図書館クイズ
4月23日(土)～5月12日

(木)
神戸市立灘図書館

図書館の利用方法や、図書館の資料を使って調べる
ことができる簡単なことわざのクイズを出題

スタンプカード・くじ引き
4月23日(土)～5月12日

(木)
神戸市立灘図書館

読書週間中、図書館行事に参加するごとに1つスタン
プを押す。3つ集めるとくじ引きができる

工作教室
5月5日(木・祝)
①10:30～11:30
②14:00～15:00

神戸市立灘図書館
無地の布バッグにハンコやステンシル、クレヨンで装飾
し、オリジナルエコバッグを作る

子供特別映画会
5月3日（火・祝）
5月4日（水・祝）

神戸市立灘図書館 児童向けの映画を上映する。

読書の花を咲かせよう
4月23日(土)～5月12日

(木)
神戸市立灘図書館

お花の形に切り抜いた色用紙に読んだ本のタイトルや
感想を書いてもらい、児童コーナーの壁に飾る

参加型展示
「アルバムをひろげて1980～2022
年」

4月26日(火)～5月15日
(日)

神戸市立三宮図書館
KIITOへの仮移転を前に、三宮図書館での思い出を
振り返る。専用の用紙に図書館でのエピソードや思い
出の本を記入してもらい、展示コーナーで掲示する



児童書の展示
「旅立ちそして出会い」

4月26日(火)～5月15日
(日)

神戸市立三宮図書館
旅立ちと別れ、新しい出会いを味わうことのできる本の
展示

図書館ビンゴ
～三宮図書館一周ツアー～

4月26日(火)～5月15日
(日)

神戸市立三宮図書館

カウンターで９マスのビンゴカードを配布。
ビンゴカードに書かれたお題に沿って図書館を探索。
お題をクリアして、１列ビンゴするごとに景品をプレゼン
ト。

科学館with三宮図書館
サイエンスおはなし会

4月30日(土)
15:00～15:30

神戸市立三宮図書館
バンドー神戸青少年科学館

バンドー神戸青少年科学館とのコラボおはなし会　
テーマは「まわる」　科学館サイエンススタッフによる工
作・実験と、図書館スタッフによる児童のためにかかれ
た理科の本の読み聞かせ

児童書の展示
「むかしむかしあるところに…」

4月12日(火)～5月15日
(日)

神戸市立兵庫図書館 昔話に関する本の展示

おとぎの国のとしょこちゃん
4月12日(火)～5月15日

(日)
神戸市立兵庫図書館

昔話に関する絵本から出題するナゾをといて、暗号を
完成させるクイズラリー

こいのぼりをつくろう 5月5日(木・祝) 神戸市立兵庫図書館 おりがみでこいのぼりをつくる

おりがみでカーネーションのカード
をつくろう

5月8日(日) 神戸市立兵庫図書館 おりがみでカーネーションのメッセージカードをつくる



児童書の展示
「よんで つくって」

4月23日(土)～5月12日
(木)

神戸市立北図書館
「つくる」にまつわる様々な本を、職員が選び、福袋で
用意。福袋がなくなり次第、テーマに沿った本を展示。

うごくイモムシをつくろう！
4月29日(金・祝)
①10:00～10:30
②11:00～11:30

神戸市立北図書館 葉っぱの上でリアルに動くイモムシを作る工作会

人形劇
5月3日(火・祝)
11:00～12:00

神戸市立北図書館 人形劇グループ「ぱくぱく」による公演

児童書の展示
「どのはないちばんすきなはな？」

4月23日(金)～5月31日
(火)

神戸市立北神図書館 お花がテーマの絵本を展示

児童書の展示
「未来について考えてみよう！」

4月23日(金)～5月31日
(火)

神戸市立北神図書館 エネルギーや環境問題に関連する本を展示

大きな大きなおはなしまつり
「みんな元気におおきくな～れ！」

5月7日(土)
11:30～12:00

神戸市立北神図書館
大型紙芝居・パネルシアター・大型絵本の読み聞かせ
や「大きい」をテーマにした絵本の展示と紹介

工作ライブ！ラリー
「こいのぼりのしおりをつくろう！」

5月1日(日)
11:00～12:00

神戸市立北神図書館 フェルトを使ってこいのぼりのしおりを作る工作会



児童書の展示
「ぐるっとめぐろう世界旅行」

4月23日(土)～5月12日
(木)

神戸市立
新長田図書館

世界の民話や世界の文化・くらしがわかる児童書の展
示

参加型展示
「ぼうけんにでよう」

4月23日(土)～5月12日
(木)

神戸市立
新長田図書館

主人公が冒険する物語を展示。貸出冊数に応じてス
タンプが集められます。

工作会
「かぜをかんじよう」

4月29日(金・祝)
4月30日(土)
11:00～11:45

神戸市立
新長田図書館

風をうけてくるくる回るおもちゃを作ります

工作会
「大切な本にカバーをつけよう」

4月29日(金・祝)
13:30～14:30

神戸市立
新長田図書館

自分の本に図書館の本と同じカバーをかける体験が
できるイベント

参加型展示
「変身！須磨図書館が水族館
に！？」

4月1日(金)～5月24日
(火)

神戸市立須磨図書館
貸出冊数に応じて、水族館の生き物のシールを配布。
それを館内に設置する台紙に貼り、図書館を水族館
に変身させる

資料展示
「よむよむすいぞくかん」

4月1日(金)～5月24日
(火)

神戸市立須磨図書館 水族館の生き物や、水族館に関連する本などを展示

資料展示
「おはなし水族館」

4月1日(金)～4月30日
(土)

神戸市立須磨図書館 水族館に関連する読み物を展示



工作教室
「てのひらアクアリウムを作ろう」

5月7日(土)
11:00～12:00

神戸市立須磨図書館
空きビンを使って水槽をイメージしたスノードームを作
る

資料展示
「ことばとあそぼ」

4月23日(土)～5月12日
(木)

神戸市立名谷図書館
詩、川柳、回文、なぞなぞ、早口言葉、しりとり、わらべ
うた、落語、狂言、音やリズムを楽しむ絵本や資料の
展示。

参加型展示
「絵本しりとり」

4月23日(土)～5月8日
(日)

神戸市立名谷図書館
タイトルがしりとりになっている絵本セットを展示。利用
者に新しいセットを作っていただくことを通して、まだ見
ぬ絵本との出逢いを演出。

「としょかんクイズラリー～めざせ！
図書館のたつじん～」

4月23日(土)～5月12日
(木)

神戸市立名谷図書館
図書館の使い方についての簡単な〇×クイズを館内
に掲示。全問正解者を「図書館のたつじん」に認定。

「ふたば　おはなし会」
4月21日(木)

①11:00～11:15
②11:20～11:35

神戸市立名谷図書館 絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居

「ストーリータイム～えいごのおはな
し会～」

5月4日(水・祝)
①10:30～
②13:30～
③15:30～

神戸市立名谷図書館
英語による絵本の読み聞かせ
共催：セイハ英語学院

おひざのうえのおはなし会
5月5日(木・祝)
11:00～11:20

神戸市立名谷図書館 手遊びや絵本の読み聞かせ



「五月五日のせいくらべ」
5月5日(木・祝)
10:30～16:00

神戸市立名谷図書館 動物や身近なものとの背比べ

資料展示
「星の海をわたろう」

4月26日(火)～5月17日
(火)

神戸市立垂水図書館 星や宇宙に関する本を展示

参加型展示
「キラッとかがやくゆめの星」

4月26日(火)～5月17日
(火)

神戸市立垂水図書館
星の形の用紙に、将来の夢やチャレンジしたいことを
書いてもらい、掲示する。

「よるのさんぽ～ぬいぐるみのおとま
り会～」

4月29日(金・祝)～
5月4日(水・祝)

神戸市立垂水図書館 ぬいぐるみのおとまり会

工作教室
「手作りプラネタリウム」

5月8日(日)
10:00～11:30

神戸市立垂水図書館
画用紙やセロハンを使って手作りのプラネタリウムを作
る。

資料展示
「はるをつかまえよう」

4月26日(火)～5月15日
(日)

神戸市立西図書館

春の花、虫、遊びなど春に関する本を展示。
迷路の台紙を配布し、家で迷路を書いてもらう。
回収箱を設置し、回収した迷路をガラス壁面へ貼り付
ける。

参加型展示
「もぐらトンネルを完成させよう★」

5月8日(日)～5月31日
(火)

神戸市立西図書館
資料展示「はるをつかまえよう」で募集した迷路の展
示。みんなが作成した迷路も配布。



クイズラリー
「わっかるっかな？知っとことしょか
ん」

4月26日(火)～5月15日
(日)

神戸市立西図書館
図書館に関するクイズを館内で配布。全問正解者に
景品を贈呈。

手づくり会
「するするこいのぼり」

4月29日(金・祝)
11:00～12:00

神戸市立西図書館 紐をひっぱると動くこいのぼりづくり

手づくり会
「花たばをおくろう」

5月5日(木・祝)
11:00～12:00

神戸市立西図書館 折り紙で花を折り、まとめて花束をつくる

わくわくおはなし会
4月30日(土)
10:30～11:00

神戸市立西図書館 絵本の読み聞かせ

常設ミニ展示
「子どもたちに想像の翼をあたえた
作家　今江祥智」

4月1日(金)～
6月29日(水)

尼崎市立
中央図書館

児童文学作家・翻訳家・編集者など、幅広い分野で活
躍した今江祥智の生誕９０年を記念して、その彩りに
満ちた生涯や作品、交友関係を紹介する。

ＹＡ図書展示
「来たれ！尼中の勇者よ！全てを読
破せよ！」

4月23日(土)～
5月25日(水)

尼崎市立
中央図書館

ライトから古典まで、中学生におススメする本を、リスト
とともに展示する。

としょかんクイズラリー
4月30日(土)～
5月25日(水)

尼崎市立
中央図書館

図書館や本にまつわる、レベル別クイズにチャレンジ。



としょかんＤＥおたのしみ会 4月30日(土)
尼崎市立

中央図書館
ビッグブックを使って、読み聞かせとクイズ（アニマシオ
ン）を。

オススメ本ポップ展示
4月29日(金・祝)～

5月25日(水)
尼崎市立北図書館

図書館スタッフ自筆のポップを付けて、児童書・絵本な
どのおすすめ本を展示。

大きい大きい紙芝居大会 4月23日(土) 尼崎市立北図書館
読み聞かせボランティアグループ「ひまわりの会」によ
る手作りの大きな紙芝居のおはなし会。

ポップアップカードを作ろう
～しかけ絵本の世界～

5月3日(火・祝)～
5月5日(木・祝)

尼崎市立北図書館
ページをめくると飛び出してくる！不思議なしかけ絵
本を展示＆ポップアップカードの作り方をスタッフが伝
授。

図書館でかくれんぼ
よんで！さがして！スタンプラリー

4月29日(金・祝)～
5月25日(水)

尼崎市立北図書館

本を借りて、ポイントカードにスタンプを集める。スタン
プが40個たまったら、プレゼントがもらえる。またクイズ
ラリーで本棚にかくされたものを全て見つけたら、ポイ
ントカードにスタンプを2個押せる。

おでかけ絵本セット 4月29日(金・祝)～
5月25日(水)

尼崎市立北図書館
特集コーナーに、「お出かけ」をテーマにした本を3冊
セットして展示する。

北図書館に来てるあなたにきいてみ
たい
♯よんで良かった本は？

4月29日(金・祝)～
5月25日(水)

尼崎市立北図書館
「よんで良かった本」をテーマにして、記入用紙に自分
の好きな本の紹介を書いてもらい、展示する。



われら「なぜ？なに？調査隊」　広
がれ！ちしきの森

4月19日(火)～6月1日
(水)

西宮市立中央図書館
参加者が百科事典を使って調べたことを館内に展示
し、新たに得た知識を他者と共有する。

ブックフェア
「からだをうごかそう！」

4月8日(金)～5月8日
(日)

西宮市立中央図書館 運動や体操に関する児童書の紹介

ブックフェア
「がっこうってどんなとこ？」

4月8日(金)～5月8日
(日)

西宮市立中央図書館 学校に関する児童書の紹介

おはなし会
4月27日(水)
5月11日(水)

15:30～
西宮市立中央図書館 絵本等の読み聞かせ

ブックフェア
「がんばるみんなへ～ぼちぼちやっ
てもいいんだよ」

5月10日(火)～6月1日
(水)

西宮市立中央図書館 リラクゼーションに関連する児童書の紹介

われら「なぜ？なに？調査隊」　広
がれ！ちしきの森

4月19日(火)～6月1日
(水)

西宮市立北口図書館
参加者が百科事典を使って調べたことを館内に展示
し、新たに得た知識を他者と共有する。

おはなし会

4月23日(土)、4月24日(日)
4月30日(土)、5月1日(日)
5月7日(土)、5月8日(日)

15:00～

西宮市立北口図書館 絵本等の読み聞かせ



ブックフェア
「フランスってどんなくに？」

4月8日(金)～5月4日
(水)

西宮市立北口図書館 フランスに関連した児童書の紹介

われら「なぜ？なに？調査隊」　広
がれ！ちしきの森

4月19日(火)～6月1日
(水)

西宮市立鳴尾図書館
参加者が百科事典を使って調べたことを館内に展示
し、新たに得た知識を他者と共有する。

おはなし会
4月27日(水)

16:00～
西宮市立鳴尾図書館 絵本等の読み聞かせ

ブックフェア
「なぜ？どうして？ふしぎをさぐろ
う！」

4月19日(火)～6月1日
(水)

西宮市立鳴尾図書館 森羅万像の疑問等を解決する児童書の紹介

われら「なぜ？なに？調査隊」　広
がれ！ちしきの森

4月19日(火)～6月1日
(水)

西宮市立北部図書館
参加者が百科事典を使って調べたことを館内に展示
し、新たに得た知識を他者と共有する。

おはなし会 5月12日(木) 西宮市立北部図書館 絵本等の読み聞かせ

おはなし会

4月24日(日)
5月1日(日)
5月8日(日)

11:00～

西宮市立北部図書館 絵本等の読み聞かせ



おはなし会
5月12日(木)

15:30～
西宮市立中央図書館

山口分室
絵本等の読み聞かせ

えほんの会
4月30日(土)
5月7日(土)

14：00～14：30
芦屋市立図書館

３歳以上対象にした　えほんのよみきかせ
（子どものみ参加可能）
＊マスクの着用をお願いいたします。
＊体調の悪い方は，参加をご遠慮ください。
＊感染状況により，中止・変更となることがあります。

親子で楽しむえほんの会

5月14日(土)
5月21日(土)
5月28日(土)

14：00～14：30

芦屋市立図書館

３歳以上の人とその保護者を対象にした
えほんのよみきかせ
（子どものみ，大人のみでも参加可能）
＊マスクの着用をお願いいたします。
＊体調の悪い方は，参加をご遠慮ください。
＊感染状況により，中止・変更となることがあります。

親子で楽しむおはなしの会
5月28日(土)

14：00～14：30
芦屋市立図書館

３歳以上の人とその保護者を対象にした
創作物語を語るおはなしの会
（子どものみ，大人のみでも参加可能）
＊マスクの着用をお願いいたします。
＊体調の悪い方は，参加をご遠慮ください。
＊感染状況により，中止・変更となることがあります。

春の読書ビンゴ
4月23日(土)～5月12日

(木)
伊丹市立図書館本館

図書館で借りた本の分類番号を使ってビンゴを目指し
ます。全部のマスが埋まるとプレゼントあり。

絵本と音楽であそぼ！
～春風にのって～

4月17日(日)
伊丹市立生涯学習センター・伊丹市

立図書館南分館
「おなはし　ぽぽんた」さんによる季節の絵本のよみき
かせ、歌絵本、子育てトークなど



こども読書週間おたのしみ会 5月8日(日)
伊丹市立図書館

南分館
絵本のよみきかせ、ミュージックパネルなど

ベイベイぬりえ大募集！
4月1日(金)～5月10日

(火)
伊丹市立北部学習センター・伊丹市

立図書館北分館
北分館キャラクター「ベイベイ」のりえの配布と掲示

北分館フェア
おはなしクイズ

4月22(金)～5月10日
(火)

伊丹市立北部学習センター・伊丹市
立図書館北分館

図書館の絵本などを題材にした「クイズ」に挑戦しても
らうことで、いろんな本にふれあってもらい図書館の利
用促進につなげる。

ヒミツの100冊
4月1日(金)～4月29日

(金・祝)
伊丹市立北部学習センター・伊丹市

立図書館北分館

職員が選んだオススメ100冊を梱包した状態で展示、
貸出します。中身の手がかりは表に貼られた冒頭の一
文のみ！本との意外な出会いをお楽しみください。

おためし図書館 4月24日(日)
伊丹市立図書館

神津分館

図書館の本を別室でじっくり読む機会を作り、本の読
み聞かせや工作を行うことで、図書館に親しんでもら
う。

こどもまつり
おはなしのへや

5月5日(木・祝)
神津児童館・伊丹市立図書館神津

分館
こどもまつりのテーマに合わせた本の読み聞かせを行
う。

メグミくんとトモちゃんのおたのしみ
袋（ぶっくろ）

4月23日(土)～5月12日
(木)

川西市立中央図書館
おたのしみ袋として、児童コーナーの展示書架に書名
がわからないように包装した本を置き、子どもたちに借
りてもらう。先着100名



子どもむけDVD上映会「ざんねんな
いきもの事典２」

5月5日(木・祝)
①11：00～
②14：00～

川西市立中央図書館
DVD上映会を行う。（各回50分で同内容を２回上映す
る。）各回先着30名。10時から４階貸出カウンターで整
理券を配布する。

図書の展示
4月1日(金)～5月31日

(火)

川西市
市民活動センター

男女共同参画センター

当センターの特徴を活かして、ボランタリーな視点や
ジェンダーの視点を持った絵本を選んで展示する。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市川西公民館
川西市川西公民館ロビーにて、対象別（あかちゃん・
幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おす
すめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市川西南公民館
川西市川西南公民館ロビーにて、対象別（あかちゃ
ん・幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「お
すすめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市明峰公民館
川西市明峰公民館にて、対象別（あかちゃん・幼児３
才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おすすめリ
スト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市多田公民館
川西市多田公民館ロビーにて、対象別（あかちゃん・
幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おす
すめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市緑台公民館
川西市緑台公民館ロビーにて、対象別（あかちゃん・
幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おす
すめリスト」を作成し、展示を行う。



「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市清和台公民館
川西市清和台公民館ロビーにて、対象別（あかちゃ
ん・幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「お
すすめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市けやき坂
公民館

川西市けやき坂公民館ロビーにて、対象別（あかちゃ
ん・幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「お
すすめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月12日(火)～4月23日
(土)

川西市東谷公民館
川西市東谷公民館ロビーにて、対象別（あかちゃん・
幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おす
すめリスト」を作成し、展示を行う。

「子ども読書の日」
絵本展

4月11日(月)～4月23日
(土)

川西市北陵公民館
川西市北陵公民館図書室にて、対象別（あかちゃん・
幼児３才～・幼児５才～・小学生）に絵本などの「おす
すめリスト」を作成し、展示を行う。

としょかんビンゴ
4月23日(土)～5月8日

(日)
三田市立図書館 借りた資料でビンゴを揃えます

拡大版おはなし会 4月23日(土) 三田市立図書館 手作り紙芝居と大型絵本のおはなし会

図書の展示
4月23日(土)～5月12日

(木)
三田市立図書館

「きみもめいたんてい！」をテーマに児童書の読み物
を展示



図書の展示
4月1日(金)～4月30日

(土)
三田市立図書館 「のりものでゴー！」をテーマに読み物を展示

図書の展示
4月23日(土)～5月10日

(火)
三田市立図書館 「どうぶつのおはなし」をテーマに児童書を展示

森の図書館 5月1日(日) 三田市立図書館 公園での移動図書館出張やおはなし会の開催

おとうさんもおかあさんも読んでいた
長く愛された絵本

4月23日(土)～5月11日
(水)

猪名川町立図書館
長年読み継がれてきたロングセラー絵本を館内で展
示

春の読書週間  fish 5月1日(日)～5月23(月) あかし市民図書館
「海・魚」 をテーマに様々なイベントを開催。子どもた
ちが楽しみながら本と出会い、自然環境への興味や
食育につながるような機会を提供する。

春の読書週間  fish
「ぬいぐるみのおとまり会」

5月1日：おはなし会＋
お預かり　

 
5月4・5日：お迎え日

あかし市民図書館

ぬいぐるみのおとまり会とおはなし会。手遊びと読み聞
かせの後、持参したぬいぐるみを寝かしつけ、ぬいぐ
るみは図書館に宿泊。夜の図書館で過ごすぬいぐる
みたちの様子を写真に収め、ぬいぐるみ返却時にお
すすめ絵本と絵本リストと一緒にプレゼントする。図書
館と読書への親しみを持ってもらえる人気企画。



春の読書週間  fish
「おさかなにいさんのいきなりおはな
し会」

5月8日(日) あかし市民図書館 「海・魚」のテーマに沿って、お話会 を開催する。

春の読書週間  fish
展示企画:豊かな海づくりの本棚
「最近 食べたおさかな なあに」

5月1日(日)～5月23日(月) あかし市民図書館

2022年度の展示企画「豊かな海づくりの本棚」の公開
をスタートする。魚を大きさや食べ方で分類し、その特
徴に合わせて絵本や本、図鑑を展示。子どもたちの魚
食への意識付けを行う。同時に保護者へは郷土料理
や漁業の関連本を紹介し、食と環境、地域性への理
解につなげる。

春の読書週間  fish 5月1日(日)～5月23(月) 明石市立西部図書館
「海・魚」 をテーマに様々なイベントを開催。子どもた
ちが楽しみながら本と出会い、自然環境への興味や
食育につながるような機会を提供する。

春の読書週間  fish
「おさかなにいさんのいきなりおはな
し会」

5月8日(日) 明石市立西部図書館 「海・魚」のテーマに沿って、お話会 を開催する。

春の読書週間  fish
展示企画:豊かな海づくりの本棚関
連展示
「最近 食べたおさかな なあに」

5月1日(日)～5月23(月) 明石市立西部図書館

あかし市民図書館で開催する展示企画「豊かな海づく
りの本棚」に合わせた企画。魚を大きさや食べ方で分
類し、その特徴に合わせて絵本や本、図鑑を展示。子
どもたちの魚食への意識付けを行う。保護者へは郷土
料理や漁業の関連本を紹介し、食と環境、地域性へ
の理解につなげる。

えいごでえほんを
たのしもう

4月24日(日)
①10：15～10：45
②11：00～11：30

加古川市立
中央図書館

英国人による英語の絵本の読み聞かせ



こども絵本劇場
5月5日(木・祝)
13：00～13：30

加古川市立
中央図書館

大型絵本などの読み聞かせ

図書館1日体験隊
5月1日(日)

13：00～16：30
加古川市立
中央図書館

本の貸出・返却、書架整理など図書館の仕事を実際
に体験する

おはなし会
4月30日(土)、5月7日

(土)
14：00～14：30

加古川市立
中央図書館

お話や絵本の読み聞かせ

えほんのじかん
4月23日(土)、5月14日

(土)
14：00～14：30

加古川市立
中央図書館

絵本の読み聞かせ

親子えほんの会
5月6日(金)

①10：30～10：45
②11：00～11：30

加古川市立
中央図書館

絵本の読み聞かせやわらべうた、手遊びなど

みんなでこいのぼり
4月26日(火)～5月8日

(日)
加古川市立

加古川図書館
うろこ型のカードに、おすすめ本や図書館へのメッ
セージを書いてこいのぼりを完成させる

出前図書館
4月29日(金・祝)
10:00～16:00

加古川市立
加古川図書館
加古川市立
漕艇センター

図書館の本を商業施設内で自由に手に取って読んで
もらう



図書館の仕事を体験してみよう
4月30日(土)

①10:30～12:00
②14:00～16:00

加古川市立
加古川図書館

図書館の仕事体験

親子えほんの会
5月7日(土)

11:00～11:30
加古川市立

加古川図書館
紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び

もくもくのもり

4月28日(木)
5月5日(木)
5月12日(木)

10：30～10：50

加古川ウェルネス
パーク図書館

絵本の読み聞かせ

おはなし会
4月23日(土)

10：30～11：00
加古川ウェルネス

パーク図書館
おはなしや絵本の読み聞かせ

わくわくえほんのかい
4月23日(土)

16：30～17：00
加古川ウェルネス

パーク図書館
親子で聞ける絵本の読み聞かせ

じぶんだけの本を
作ってみよう！

5月3日(火)
13：00～14：30

加古川ウェルネス
パーク図書館

じぶんだけの本を作って、本のしくみを知る

一日図書館員
（高学年）

5月4日(水・祝)
13：00～15：30

加古川ウェルネス
パーク図書館

図書の貸出・返却・排架を中心に図書館員の仕事を
体験する



おはなしのじかん 4月23日(土) はまのみや児童文庫 絵本の読み聞かせ、ストーリーテーリング、紙芝居等

こどもの日おたのしみ会 5月5日(木・祝)
シンコースポーツ
海洋文化センター

図書室

絵本の読み聞かせ、ストーリーテーリングと宝探しゲー
ム

めざせ！ものしり博士
4月23日(土)～5月12日

(木)
海洋文化センター

図書室
クイズと共にその答えが読めばわかる本を集めコー
ナーを設置。本から知る楽しみを体験してもらう展示。

資料展示
『SDGsの本』

4月23日(土)～5月12日
(木)

高砂市立図書館 SDGsについて知識を深める児童向けの図書を紹介。

ひゃっか王からの挑戦状
4月23日(土)～5月12日

(木)
高砂市立図書館

百科事典を使ってクイズを解く。合言葉を伝えると記念
品をプレゼント。

えほんのもり+
～スプリングバージョン～

4月24日(日) 高砂市立図書館
お子様だけで聞くおはなし会と、保護者の方におすす
め本を紹介するイベントを同時開催。

英語のおはなし会 4月29日(金・祝) 高砂市立図書館 英語の絵本の読み聞かせ



プレパパ・プレママのための
おはなし会

5月1日(日) 高砂市立図書館
赤ちゃんを迎えるご家族に向け、図書館員が図書館と
絵本についてお話し

かみしばいのもり 5月4日(水・祝) 高砂市立図書館 図書館員による紙芝居の上演

こどもシネマリバイバル 5月5日(木・祝) 高砂市立図書館 「フランダースの犬」

おりがみ教室 5月8日(日) 高砂市立図書館 母の日にちなんだ折り紙を作る

えほん会
4月9日(土)

14：30～15：00
稲美町教育委員会 時節にあったテーマのおはなし会

スプーンおばさんおはなし会
4月16日(土)
5月28日(土)

14：30～15：00
稲美町教育委員会

おはなしグループ「スプーンおばさん」によるおはなし
会(絵本・ストーリーテリング・紙芝居)

よちよちえほん会
4月19日(火)
5月24日(火)

11：00～11：30
稲美町教育委員会 赤ちゃんと保護者のためのおはなし会



図書の展示 4月15(金)～5月6日(金) 稲美町教育委員会
「読書週間にYA（ヤングアダルト）の本を！」をテーマ
に、YA出版会からの2022リスト本を展示する

おはなし会

4月16日(土)
4月30日(土)
5月7日(土)
5月14日(土)

15：00～15：30

播磨町立図書館
図書館員によるおはなし会
（詩の朗読、手遊び、絵本の読み聞かせ、ストーリーテ
リングなど）

絵本をたのしむ会

4月19日(火)
4月26日(火)
5月10日(火)

11：00～11：30

播磨町立図書館
図書館員とボランティアグループ「ゆめのポケット」によ
るおはなし会
（手遊び、絵本の読み聞かせ、紙芝居など）

英語DEえほん
4月24日(日)

15：00～15：30
播磨町立図書館

図書館ボランティアのエイドリアン・ワイトさん（イギリス
出身）による日本語と英語の絵本の読み聞かせ

ひよこのおはなし会
5月3日(火・祝)
11：00～11：30

播磨町立図書館
図書館員による乳幼児対象の手あそびや
絵本の読み聞かせ

よもよも♪週間2022
よもよも＊ビンゴ！

4月16日(土)～5月22日
(日)

播磨町立図書館
期間中、ビンゴ用紙を配布し、ビンゴが完成した子ども
に図書館オリジナルの記念品をプレゼントする

よもよも♪週間2022
てづくり会＊はる

5月15日(日)
14：00～15：00

播磨町立図書館 身近な材料を使って、工作を楽しむ



よもよも♪週間2022
ぴょんぴょんがえる
（おりがみ）をプレゼント

4月16日(土)～5月15日
(日)

播磨町立図書館
期間中に開催される「ひよこのおはなし会」
「絵本をたのしむ会」「英語DEえほん」「おはなし会」に
参加した子どもにプレゼントを配布する

DVD上映会 4月24日(日) 三木市立中央図書館 所蔵DVD「ばあばは、だいじょうぶ」の上映会

図書の展示 4月末～5月末 三木市立中央図書館
ブックレット「科学道100冊2021」掲載の本を中心とし
た、科学の本の特集。

こいのぼりぬりえ配布
4月23日(土)～5月5日

(木)
三木市立青山図書館 こいのぼりのぬりえを配布

レッツチャレンジ！
えほんクイズ

4月15日(金)〰5月15日
(日)

三木市立吉川図書館
絵本のストーリーをもとに作成したクイズを館内で配
布。また関連図書を集めてコーナーを設置。参加者に
は、参加賞をプレゼント。

リサイクルブックフェア
4月23日(土)～5月8日

(日)
小野市立図書館

図書館で役目を終えた本、個人で不用になった本（寄
贈本）をリサイクルする。
※児童図書だけでなく一般図書も含む。

変身ごっこ
4月23日(土)～5月8日

(日)
小野市立図書館

かいけつゾロリに変身できるグッズを
館内貸出する。



ごちゃまぜお楽しみ袋
4月23日(土)～5月8日

(日)
小野市立図書館

絵本、物語、知識の本を2冊1セットにし、本が見えない
よう袋に入れて貸出する。

えほんのひろばスペシャル
4月14日、4月21日(木)

11:00～11:30
加西市立図書館

乳幼児と保護者が一緒に楽しめるおはなし会。
絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどを行う。

なにかな　なにかな　おたのしみ本
4月23日(土)～5月8日

(日)
加西市立図書館

袋に穴を開けて、本の表紙が少し見えるようにし、最初
の一文をヒントに気に入った本を借りてもらう。

キッズクラフト
「トントンずもうを作ろう」

4月29日(金・祝)
10:00～

加西市立図書館
指でトントンしながら相撲を取って遊ぶ紙人形と土俵を
完成させる。

おはなしひろば～春のまき～
4月29日(金・祝)
11:00～11:30

加西市立図書館
みんなで一緒におはなしを楽しむ。
ペープサート「きんたろう」や紙芝居等を行う。

図書の展示
4月1日(金)～
5月14日(土)

多可町図書館 おすすめの児童書を展示する

特別おはなし会 5月14日(土) 多可町図書館 パネルシアターなどを中心としたおはなし会



子ども読書の日・こどもの読書週間
☆えほんのじかん☆

4月23日(土)
11：00～　2才～4才
11：20～　5才以上

姫路市立
城内図書館

司書職員による絵本の読み聞かせ

さがして！みつけて！おはなしわか
るかな？

4月23日(土)～5月22日
(日)

姫路市立図書館
網干分館

児童コーナーに5か所、童話・むかしばなしをモチーフ
にした壁面飾りを掲示します。何のお話の飾りかを回
答用紙（保護者代筆可）に記入してもらい、3つ以上正
解でメダルをプレゼントします。（メダルは先着50名、な
くなり次第終了）

展示
「図書館ってどんなとこ？」

4月5日(火)～5月8日
(日)

姫路市立図書館
飾磨分館

図書館に関する本の展示

読書ノートプレゼント
4月23日(土)～5月8日

(日)
姫路市立図書館

飾磨分館
手作りの読書ノートをプレゼントします。
（数量限定）

展示
「学校・幼稚園・保育園をテーマにし
た絵本」

4月1日(金)～5月8日
(日)

姫路市立図書館
東光分館

展示「学校・幼稚園・保育園をテーマにした絵本」

ありがとうの気もちを　　　　　　　　つ
たえよう！

4月30日(土)
10:30～12:00

姫路市立図書館
安富分館

感謝の気持ちを込めた色紙を作る。
10名程度先着順



本の福袋
4月23日(土)～

なくなり次第終了
相生市立図書館

図書館が選んだ2冊の児童書を入れた福袋を貸出。
50袋限定。

としょかんおすすめの絵本
100冊展示会

4月23日(土)～5月15日
(日)

相生市立図書館
相生市立図書館が利用者へおすすめする絵本100冊
を展示し、貸出する。

おはなし会
4月24日(日)

11：00～11：30
子ども劇場

おはなし「とりつこうかひっつこうか」
えほん『わたしのワンピース』　ほか

キッズブックリサイクル
4月29日(金・祝)～5月1

日(日)
10：00～16：00

相生市立図書館 リサイクル児童書の配布会

一日図書館員
5月3日(火・祝)～
5月5日(木・祝)
14：00～16：00

相生市立図書館 図書館員の職業体験

工作ライブラリー
5月7日(土)

10：30～11：30
相生市立図書館 ステンシルでオリジナルとしょかんバッグを作成

パパのおひざでおはなし会
5月8日(日)

11：00～11：30
相生市立図書館

子どもと父親がくっついて読み聞かせを聞いたり体操
をする。父親以外の保護者との参加も可能。



「ひろいせかいにめをむけて-様々
な国の本-」展示

4月1日(金)～4月28日(木)
たつの市立
龍野図書館

世界の国々の風土、文化についての本や、外国で古
くから伝わる昔話の絵本など、子どもが外国の文化に
親しむことのできる資料を展示する。

カラフルこいのぼりをつくってみよ
う！

4月23日(土)～5月1日(日)
たつの市立
新宮図書館

トイレットペーパーの芯を使ったミニこいのぼりの工作
を実施します。

一日図書館員
5月1日（日）
5月7日（土）

たつの市立
新宮図書館

本の貸出や返却、本のカバーかけなどの図書館業務
の体験をします。

おはなし会
5月7日(土)

10:30～11:30
たつの市立

揖保川図書館
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング等

えほん・おはなしをよんでガチャに
ちょうせん！

5月1日（日）～5月10日
（火）

たつの市立
揖保川図書館

絵本・おはなしを読んで好きな本を所定の用紙に記入
してもらい、「読書の木」に貼ってもらった上で、ガチャ
をしてもらい、景品を持ち帰ってもらう。

児童展示
「教科書にでてくる本」

4月1日(金)～4月29日
(金・祝)

たつの市立
御津図書館

新学期の開始に合わせて、国語の教科書に取り上げ
られている絵本や物語を展示します。

チャレンジ読書2022春
4月15日(日)～6月12日

(日)
赤穂市立図書館

図書館が発行する読書通帳を利用して、借りた本を読
書通帳機で印字し、期間中に20冊以上借りた人、又
は本の紹介をした人に文具類をプレゼントする。対象
は中学生以下で、一般の方の参加も可能。



おすすめえほんの展示
4月15日(日)～6月12日

(日)
赤穂市立図書館・
関西福祉大学共催

赤穂市立図書館と関西福祉大学図書館の共催で、
「おすすめえほん」を展示する。また、関西福祉大学の
学生が作成したPOPと共に絵本に親しんでもらう。

共同企画展示
 おすすめえほん

4月15日(日)～6月12日
(日)

赤穂市立図書館
上郡町立図書館
備前市立図書館

関西福祉大学図書館

おすすめの絵本をそれぞれの図書館に展示
関西福祉大学の学生が作成したPOPも展示

おやこでおはなしかい＆
わくわくクラブ

4月30日(土)
11:00～12:00

いちかわ図書館 職員によるおはなしかいの後、工作を楽しみます

おはなしかいのカード展示
4月23日(土)～5月31日

(火)
いちかわ図書館 おはなしかいで手渡した手作りカードの展示

えほんのじかん
5月4日(水・祝)

11:00～
福崎町立図書館

０～４歳くらいの子どもと保護者を対象に、えほんの読
み聞かせ、手遊びを行う。

おはなしの時間
4月15日(日)～6月12日

(日)
太子町立図書館 昔話などのおはなしを語る

絵本の時間
4月28日(木)

5月5日(木・祝)
5月12日(木)

太子町立図書館 絵本の読み聞かせ



一日図書館員 4月24日(日) 太子町立図書館
小学6年生から高校3年生までを対象に、司書の仕事
を体験してもらう

児童図書の展示
4月1日(金)～4月30日

(土)
太子町立図書館

児童閲覧室
｢風そよぐ緑の季節｣をテーマに、季節を感じる絵本・
おはなし・ノンフィクションの展示

児童図書の展示
5月1日(日)～5月29日

(日)
太子町立図書館

児童閲覧室
｢ひなを育てるきせつです｣をテーマに、生き物の成長
を知る絵本・おはなし・ノンフィクションの展示

親子でおりがみ 5月8日(日) 太子町立図書館 親子でおりがみで花をおり、メッセージカードを作る

としょかん生活掲載
おすすめの本（絵本・物語）

4月23日(土)～5月29日
(日)

佐用町立図書館
館報「としょかん生活」の第１号～第127号までに掲載
したおすすめの本（絵本・物語）を集めて別置展示、貸
出。

よむよむビンゴ
4月23日(土)～5月29日

(日)
佐用町立図書館

ビンゴカードのマス目の課題に沿った本を読んで、ビンゴを
つくろう。１ビンゴ毎に2冊多く借りられる特典あり。全ビンゴ
達成者は6月19日（日）館長から表彰状を進呈。カードの種
類：4歳～小学2年生向けと小学3年～中学生向けの2種類。

子どもの日のおはなし会
5月5日(木・祝)

①11：00～
②14：00～

佐用町立図書館
ストリーテリングや絵本の読み聞かせをした後、簡単な
紙工作（兜、金魚）を実施。



図書展示
「おいしいものがでてくる本」

4月1日(金)～5月29日
(日)

宍粟市立図書館
「おいしいものがでてくる本」をテーマに、絵本や物
語、レシピブックを中心に食べ物や料理に関する児童
書を展示する。

いっしょにおはなし会
5月7日(土)、5月11日

(水)
10：15～10：45

豊岡市立図書館
豊岡本館

絵本の読み聞かせ・手遊び

おはなしのゆりかご
5月11日(水)

11：00～11：30
豊岡市立図書館

豊岡本館
絵本の読み聞かせ、詩、わらべうた、手遊び

子どものための朗読劇
絵本の世界を旅しよう！

5月8日(日)
①11：00～11：30
②13：30～14：00

芸術文化観光専門職大学学術情報
館・豊岡市立図書館共催

朗読劇（①ぐりとぐら　②てぶくろ、おおきなかぶ）
関連イベントとして、館内でプチマルシェ

おはなしランド
4月30日(土)

10：30～11：30
豊岡市立図書館

城崎分館
詩・ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ・工作

テーマであそぼ
5月7日(土)

10：30～11：30
豊岡市立図書館

竹野分館
絵本の読み聞かせ・工作

にじっこ絵本
5月11日(水)

10：30～11：30
豊岡市立図書館

竹野分館
絵本の読み聞かせ



すくすくえほん

4月25日(月)
5月2日(月)
5月9日(月)
10：30～

豊岡市立図書館
日高分館

絵本の読み聞かせ

こいのぼりをおよがせよう
4月30日(土)～5月29日

(日)
豊岡市立図書館

出石分館
折り紙で作ったこいのぼりに模様を描き、壁面に飾る

えほんのとびら
5月11日(水)

10：00～10：30
豊岡市立図書館

出石分館
絵本の読み聞かせ・歌・親子遊びなど

えほんはともだち
5月12日(木)

10：30～11：30
豊岡市立図書館

但東分館
絵本の読み聞かせ、読み聞かせについてのアドバイ
ス、わらべうた、手遊び

特別展示
「いろいろな障がいについて知る」

4月1日(金)～4月30日(土) 新温泉町立加藤文太郎記念図書館
自閉症や発達障害について、多くの方に理解を
深めていただくために関連する書籍を展示

おはなし会 4月23日（土） 新温泉町立加藤文太郎記念図書館 絵本の読み聞かせや紙芝居、おりがみ遊び

標語にちなんだ図書の展示 4月23日(土)～5月10日(火) 朝来市和田山図書館 標語にちなんだ図書の展示



すぺしゃるおはなし会
4月23日(土)
(午前・午後)

朝来市和田山図書館
午前→赤ちゃん向けお楽しみおはなし会
午後→お楽しみおはなし会

すぺしゃるおはなし会
4月30日(土)
(午前・午後)

朝来市和田山図書館 おはなし会＆新聞紙で兜を折ろう！

すぺしゃるおはなし会
5月7日(土)
(午前・午後)

朝来市和田山図書館
おはなし会＆手あそび
(小さい子用・大きい子用)

標語にちなんだ図書の展示 4月23日(土)～5月10日(火) あさご森の図書館 標語にちなんだ図書の展示

折り紙のお魚つり 4月23日(土)～5月10日(火) あさご森の図書館
釣った折り紙のお魚を広げると、
おすすめの本が書いてある

ガチャガチャで運だめし

4月23日(土)～5月10日
(火)

(景品が無くなり次第終
了)

あさご森の図書館
本を借りたらガチャガチャを回せる。
粗品をプレゼント

スペシャルおはなし会
5月7日(土)
14：00～

あさご森の図書館
人形劇・パネルシアターなどいつもの
おはなし会をボリュームアップ



みんなの推し本大集合！ 4月23日(土)～5月10日(火) あさご森の図書館
子どもたちから募ったおすすめ本の手書き
紹介文を、本とともに展示

おはなし会

4月30日(土)
14：00～14：30
5月5日(木・祝)
11：00～11：30

丹波篠山市立
中央図書館

図書館司書による絵本等読み聞かせ

おはなし会

4月23日(土) 14：00～14：30
4月26日(火) 11：00～11：30
5月3日(火・祝) 11：00～11：

30
5月7日(土) 14：00～14：30

丹波篠山市立
中央図書館

読み聞かせボランティアグループによる読み聞かせ

映画上映会
5月8日(日)

14：00～15：30
丹波篠山市立
中央図書館

映画上映会（ふしぎの国のアリス）

「おうちでよもよも」福袋
4月23日(土)

10：00～18：00
丹波市立図書館

子ども読書週間と、「うちどく」の取り組みを積極的に周
知することで、親子で読書を楽しんでいただけるよう
に、年齢別の子ども向け絵本や読み物を3冊ずつ「福
袋」として貸し出す。また、今後の読書活動に活用して
いただけるように「よもよもリーフレット（年齢別）」としお
りも同封する。

大きなおはなし会 4月24日(日)
主催：市内の読み聞かせボランティ

アグループ
後援：丹波市教育委員会

市内の図書館などで活躍中の読み聞かせボランティ
アグループ合同による、年に一度の大きなおはなし会
＜内容＞ストーリーテリング、パネルシアター、大型絵
本、紙芝居、エプロンシアター



「読書マイスターおすすめ本」の紹
介

3月3日(木)～5月7日
(土)

丹波市教育委員会
「読書マイスター」として認定された市内の小・中学生
が「みんなにすすめたい一冊の本」を紹介する用紙を
展示

おはなし会

4月23日(土)
5月10日(火)
5月14日(土) 

10：30～11：00

読み聞かせボランティアグループ
「たからばこ」

絵本の読み聞かせ、手遊びなど

図書館からの挑戦状
4月13日(水)～5月12日

(木)
養父市立図書館

館内に貼ってある絵を見てクイズを解き、貸出の際に
図書館員に答えを言う。正解すると缶バッジプレゼン
ト。

貸出冊数上限変更
4月13日(水)～5月12日

(木)
養父市立図書館 1枚のカードで借りられる冊数を10冊→15冊に増加

おはなしでマラソン
4月29日(金)
4月30(土)
5月1日(日)

主催：洲本図書館
おはなし会ボランティア

年齢ごとに分けて、３日間で延べ12回のおはなし会を
実施。また、園児・小学生の時間には工作も実施す
る。

推薦図書の展示
4月23日(土)～5月12日

(木)
五色図書館

洲本市教育委員会
推薦図書の展示

おはなし会
(えるるクラブ、おひざの上)

4月23日(土)、4月24日(日)
4月28日(木)、4月30日(土)
5月1日(日)、5月7日(土)
5月8日(日)、5月12日(木)

五色図書館
洲本市教育委員会

絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアター



つくってあそぼう 4月17日（日）
五色図書館

洲本市教育委員会
外部講師によるお話と工作教室

mokuiku
4月23日（土）～5月11日

（水）
10:00～18：30

－
淡路島「木育」推進プロジェクト／淡路県民局　洲本農
林水産振興事務所森林課からお借りしている「自然と
触れ合おう、自然を学ぼう」

カウンター体験
5月3日(火・祝)
5月5日(木・祝)

南あわじ市立図書館
小学校3～6年生に、カウンター業務を１時間程度体験
してもらう。（貸出、返却、配架）午前・午後で各３名ま
で、合計４組を実施

本の福袋
4月19日(火)～5月12日

(木)
南あわじ市立図書館

どんな本が入っているか分からないという楽しみと、自分で
は選ぶことのなかった本との出会いを提供し、図書館（室）
をもっと身近に感じ利用してもらうため「本の福袋」を実施。
袋に内容のテーマを貼り、選べるようにした。１人１袋（３冊
程度　子ども向け）

こどもフェスティバル 5月5日(木・祝) 県立こどもの館 絵本の読み聞かせ

かみしばい会 5月7日(土) 県立こどもの館 かみしばい会


