
各種集会・行事等
1 甲府市立図書館

◆書道展（4/3～10)　◆押し花展(4/12～24)　◆朗読会(4/17)
◆音楽と朗読の会（4/29,7/18,10/16,1/29）　◆野鳥写真・バードカービング展(5/11)
◆盆栽・山野草・さつき展(5/24～26)　◆雑誌リサイクル(5/24～29,10/4～10)
◆水彩画展(6/14～19,6/21～7/3,9/6～11,9/13～19)　◆手づくり絵本展(7/8～10)
◆ブックリサイクルフェア(7/12～18)　◆朗読ライブ2011～中学生・高校生とともに～（7/17)
◆城下町甲府の出土品展(7/20～8/7)　◆人権啓発パネル展(8/16～28)
◆小学生教室「詩をつくってみよう」(8/18)
◆人権啓発映画会　「風のかけはし」・アニメ「二匹の猫と元気な家族」（8/20）
◆アニマシオンを学ぼう(9/8・22,10/6・27,11/10・17,12/1・15,1/12・26)
◆生涯教育推進プロジェクト　講演会「元禄文化と柳沢吉保」(9/10)
◆手づくり絵本講習会(9/21,10/5・13・19)　◆盆栽・山野草展(10/12～16)
◆柳沢吉保・吉里展(10/18～30)
◆甲府市立図書館教養講座シリーズ「短歌教室　窪田空穂の中年期の歌集を読む」(10/1・8・15)
◆生涯教育推進プロジェクト「日本の生んだ数学の天才～小平邦彦博士の生き方と思想」(10/22)
◆おりがみ展(11/1～6)　◆琢美地区文化祭作品展(11/10～13)
◆読み聞かせボランティア・ステップアップ講座(11/11～12)
◆生涯教育推進プロジェクト「おとうさんの絵本読み聞かせ隊　絵本ライブ」(11/13)
◆平和朗読会(11/20)　◆光風寮作品展(11/22～27)
◆甲府市障害者センター作品展（11/29～12/4）　◆山梨県教育会甲府支部文化展(12/6～11)
◆地域交流作品展(12/13～25)　◆甲府の豪商「大木家」展(1/7～15)
◆甲府市・大和郡山市児童生徒作品展(1/17～29）　◆甲府市内のみじかな出土品展（2/18～26)
◆おはなしひろば(2/25)　◆浅川巧展(2/28～3/11)
◆講演会「映画“白磁の人”　浅川巧と日韓の友情」(3/4)　◆絵手紙展（3/13～18,3/20～4/1）
◆映画会(4/10,5/8,6/12,7/10,8/14,9/11,10/9,11/12,12/11,1/8,3/11)
◆さざなみ朗読館(4/24,5/22,6/26,7/24,8/28,9/25,10/23,11/27,12/18,1/22,2/26,3/25)

2 富士吉田市立図書館 「読書週間」・「このはなさくや発足10周年」関連行事
◆「ききみみずきんおはなしの会」によるお話し会（10/23）
◆おはなし入門講座（10/30,11/20,12/4）
◆「このはなさくや」10周年記念お話し会（11/19）

3 都留市立図書館 ◆“こどもにすすめたい本”の展示会（4/23～5/12）
◆おはなし折紙教室（6/29）
◆「図書館を使った調べる学習賞」展（7/28～8/6）
◆郷土資料利用相談会（8/4・18）
◆学校図書館職員研修セミナー「電子書籍の現状と課題（ワークショップ）」（8/26）
◆第26回山梨県図書館大会（10/28）
◆（企画資料展）「谷の町・史の里　図書館の活動をささえる人びと」（10/28～11/9）
◆（図書リサイクル）「市民愛蔵書交換会」（10/26～11/9）

4 山梨市立図書館
◆「こどもにすすめたい本　2011」掲載図書展示（4/17～5/15）
◆第29回図書館こどもまつり（5/15）
◆第5回おはなしの広場(10/30)
◆ブックリサイクル（2/18)

5 大月市立図書館 ◆「大月の民話（宮谷・梁川地区）発表会」（10/29）

6 韮崎市立図書館 ◆クリスマスコンサート
◆クリスマス会

7 南アルプス市立櫛形図書館 ◆だいすきな本の募集（4月～8月）
◆ブックカバー配布（4/23～）
◆ブックリサイクル市(5/3～8）
◆そよかぜ子どもまつり(5/21)
◆朗読の集い「いきやりどころ」（6/4,8/20,1/22）
◆シニア講座(6/8,9/6,12/8,1/20）
◆子ども映画会(6/18)
◆図書館講座（7/23）
◆詩を楽しむ会（7/27）
◆エコ工作教室(7/28)
◆夏休み工作教室(8/10)
◆名作映画会(8/27,2/5)
◆秋のひととき朗読会（10/2）
◆オリジナル図書袋プレゼント（10/18～11/13）
◆企画展（10/20～12/20）
◆なんでもかがくじっけん（11/19）
◆朗読入門講座(11/25,12/2・9・16・23)
◆クリスマス会（12/17）
◆企画展（12/21～1/19）
◆読書記録ノート配布（1/5～）
◆親子映画会（1/8）
◆図書館講演会（1/15）
◆図書館教養講座（2/25）

8 南アルプス市立櫛形図書館芦安分館 ◆工作教室（6/3）
◆春のお楽しみ会（6/22）
◆エコ工作教室（7/30）
◆映画会（8/5）
◆秋のお楽しみ会（11/30）
◆クリスマス映画会（12/27）
◆冬休み工作教室（1/6）
◆春休み工作教室（3/30）
◆生きがい活動支援通所事業（第2・第4水曜日）

9 南アルプス市立白根桃源図書館 ◆子どもにすすめたい本の展示（年間）
◆図書館オリジナルブックカバー配布（年間）
◆オリジナル図書袋プレゼント（10/18～11/13)
◆だいすきな本の募集（4/23～9/4)
◆春の子ども読書まつり(5/28)
◆エコ工作教室(7/27)
◆子ども俳句教室(7/28・29)
◆親子手づくり絵本教室(8/3・10・24)
◆子どもボランティア(8/11・12)
◆秋の子ども読書フェスタ(11/5)
◆おはなし会と工作教室(1/28)
◆いきいき講座(2/28)
◆朗読会「きずな亭」(8/27,2/25)
◆保育所出前サービス(10/12,1/24,2/2・7・16)

図書館名
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各種集会・行事等図書館名
10 南アルプス市立八田農業情報関連図書館

◆子ども読書まつり（5/21)
◆夏休み科学実験あそび(7/27)
◆エコ工作教室(8/5)
◆子どもボランティア(8/5・9)
◆夏休み子ども映画会(8/10)
◆親子工作教室(12/18)
◆農業講座〈一般対象〉(2/25)
◆子ども映画会(3/4)
◆朗読会「おたのしみ処」(7/30,3/10)
◆保育所出前サービス(3/1)
◆児童館のおはなし会(11/18,2/17)
◆おはなし会（毎月第3土曜日）
◆おはなし会0.1.2（毎週第2火曜日）
◆工作教室（毎月第3土曜日）
◆福祉施設慰問（毎月第1水曜日）

11 南アルプス市立わかくさ図書館 ◆ブックカバー配布（随時）
◆だいすきな本（4月～8月）
◆オリジナル図書袋プレゼント（10/18～11/13）
◆春の子ども読書まつり（5/14～15)
◆「七夕飾りを作ろう」（7/2)
◆安藤家おはなし会と昔遊びの会（7/29)
◆夏休みエコ工作教室「ペットボトル風鈴」（8/2）
◆感想文おたすけ隊（8/4)
◆夏休み子ども映画会（8/10)
◆子どもボランティア（8/17・24）
◆秋の子ども読書フェスタ（11/5)
◆子ども映画会（11/20）
◆読み聞かせ講座（11/24,12/1・8）
◆クリスマス会〈櫛・わ・甲合同〉（12/18）
◆冬休み工作教室「新聞でつくるすてきなエコバック」（1/22）
◆お楽しみ人形劇（2/25）
◆環境講座「簡単コサージュを作ろう」（3/14）
◆春休み子ども映画会（3/29）
◆朗読会「やすらぎ亭」（6/18,8/20,2/18)
◆児童館のおはなし会（9/7,11/2）

12 南アルプス市立甲西図書館 ◆春のおはなし会スペシャルと工作教室（5/14)
◆ブックリサイクル市（6/11～19)
◆詩を楽しむ会（7/27)
◆エコ工作教室「ペットボトル風鈴」（8/3)
◆子どもボランティア（8/4・11)
◆読書感想文おたすけ隊（8/9)
◆安藤家住宅朗読会（8/12)
◆はじめての絵本講座（10/18)
◆工作教室「うさぎの手袋人形」（11/11)
◆親子科学教室（1/28)
◆外国語のおはなし会（7/2,2/18)
◆朗読会「ふれあい処」（9/4,3/3)
◆保育所出前サービス（9/16,2/24)
◆おはなし会0.1.2（毎月第3木曜日）
◆おはなし会（第3をのぞく毎週木曜日）
◆ふれあいおはなし会（毎月第2土曜日）
◆児童館のおはなし会（6/8,11/30)

13 甲斐市立竜王図書館
◆こども読書の日イベント「春風にのってちびっこあつまれゴーゴー」（4/30）
◆読書感想文の書き方講座（7/31）
◆非核平和事業　朗読・アニメ上映（8/7）・企画展示
◆薮内正幸原画展（9/1～25）
◆国民文化祭プレイベント「加々美幸子講演会」（9/11）
◆クラシックコンサート「奏」（10/6）
◆朗読をあなたに（11/1）
◆人形たちとおはなしの世界へ！（11/5）
◆サンタさんへの手紙（12/1～18）
◆クリスマスおはなし会（12/11）
◆ボランティア養成講座「ブックドクターあきひろ読み遊び講座」（1/28）
◆こども1日図書館員（2/12・19・26,3/4)
◆小林さち子天使のメッセージ展とワークショップ（3/1～29）
◆ジャズコンサート「BIG　BAND　JAZZ　NIGHT」（3/3）
◆ひなまつり筝曲ミニコンサート（3/11）
◆ひなまつりおはなし会
　 「ドラゴンおはなし会」（3/18）
 　「もものせっくのおはなし会」（3/19）
◆名盤を楽しむ会「名曲にみる詩人、そして作曲家の想い」（3/24）
◆朗読講座（2/1～3/7まで全5回）
◆短歌・俳句募集展示
◆蔵書票展
◆中部公民館まつり
◆南部公民館まつり

14 甲斐市立敷島図書館
◆ライライくんのおはなし劇場（5/7,10/15）
◆こども体験図書館員（8/17～19）
◆人形劇（8/6）
◆夏休み工作会（8/12）
◆読書感想文の書き方講座（7/17）
◆古本市（11/1～6）
◆スタンプラリー（11/1～27）
◆クリスマス会（12/17）
◆新年呈茶と琴の調べ（1/5）
◆市内（旧敷島地区）の保育園・幼稚園児の図書館利用指導を兼ね、年長児へ本を貸出（月1回）
◆市内（旧敷島地区）の保育園・幼稚園児の図書館利用指導を兼ね、園へ出向いての啓発事業と貸出



各種集会・行事等図書館名
15 甲斐市立双葉図書館

◆こどもの日イベント おはなし会(5/28)
◆こども1日図書館員(6/12・18・19・26)
◆古典文学講座(6/2・16・23)
◆読書感想文書き方講座(7/16)
◆こわくてふしぎなおはなし会(8/27)
◆読書週間イベント おはなし会(10/8)
◆わくわくクリスマス会(12/4)
◆小中高生朗読講座(2/4・18・25)
◆本の祭典〈図書館まつり〉 おはなし会(3/3)・朗読会(3/4)
◆雑誌のバックナンバー市（3/4～6）
◆甲州弁の達人になろう(3/11) 講師:五緒川津平太

16 笛吹市石和図書館
◆図書館職員全体会議（4/5）
◆しゃぼん玉まつり（5/15）
◆手作り絵本教室(6,7月・全6回）(10,11月・全6回）
◆笛吹市立図書館七夕まつり（7/7）
◆夏休み図書館ビンゴラリー（7/16～8/21）
◆図書館夏まつり（8/19）
◆ハロウィンパーティー（10/20）
◆やきいもパーティー（11/24）
◆図書館でハッピークリスマス（12/18）
◆初釜(1/5)
◆図書館バレンタインデー（2/1～29）
◆子どもまつり・おひなさまおはなし会（3/25）
◆出前おはなし会依頼
　（ナーシングセンターサージ・八代郷土館・石和第一保育所・甲州ケアホームデイサービス・石和西小）
◆学生体験学習の受入れ
　（英和大2名・甲府商業3名・笛吹高3名・春日居中3名・英和中2名・石和1名・浅川3名・御坂1名）
◆家族で始めようブックスタート（第1・第3木曜日）
◆おはなし会タンタン（第2・第4木曜日）
◆耳をすませばえほん隊（毎週土曜日 午前・午後）
◆障がい児精神支援施設への出前おはなし会（毎月第4土曜日）
◆学童出前おはなし会（毎月第3金曜日）
◆出前老人施設（寿の家）おはなし会（毎月第3水曜日）
◆ボランティア養成講座スキルアップ講座の実施～初級～（毎月第1水曜日）
◆ボランティア養成講座スキルアップ講座の実施～中級～（毎月第4火曜日）
◆FM甲府ラジオ（本を読む人）出演（毎月第4金曜日）
◆移動図書館サービス（石和温泉病院・保育所・学童・芦川支所）

17 笛吹市一宮図書館
◆子どもにすすめたい本展示（4/23～5/31）
◆チャリティーコンサート「いのり」（4/22・29,5/3・6・8）
◆ブックリサイクル（5/3，11/3）
◆わかばのおはなし会（5/15）
◆七夕まつり（7/7）
◆ 図書館ビンゴ(7/16～8/31)
◆サラダパーティー（7/30）
◆まなつのおはなし会（8/5）
◆夏祭り（8/18）
◆開館記念おはなし会（11/3）
◆クリスマスおはなし会（12/10）
◆お正月新春フェア（1/5）
◆人間すごろく（1/6）
◆笛吹愛の月（2/1～29）
◆朗読発表会（2/18）
◆はせぼん&たけぼんマジカルライブ（3/4）
◆おはなしのゆりかご（毎月１回）
◆おはなしのぶらんこ（毎月１回）
◆リサとガスパールのおはなし会（毎週日曜日）
◆チャレンジ教室（毎月１回※8月は特別版）

18 笛吹市春日居ふるさと図書館
◆「子どもにすすめたい本2011」展示（4/23～5/31）
◆チャリティーコンサート「いのり」（4/23・24）
◆おはなしのへや さくらんぼスペシャル・一日子ども図書館長（5/28）
◆図書館七夕まつり（7/7）
◆夏休み図書館ビンゴ（7/16～8/31）
◆夏休み特別企画工作教室（8/4・5）
◆図書館夏まつり（8/19）
◆「おりがみでハロウィン！」（10/8）
◆ブックリサイクル（11/19）
◆おはなし☆おはなし2011（11/26）※図書館ボランティアやまなしと共催
◆クリスマス・クリスマス（12/17）
◆おはなしのへや ももクリスマス会（12/20）
◆笛吹愛の月（2/1～2/29）
◆藤原緋沙子氏講演会（3/18）※笛吹市立図書館後援
◆出前おはなし会春日居デイサービスセンター（毎月１回）
◆「おはなしのへや もも」（毎月第2・第4火曜日）
◆「おりがみをたのしもう！」（毎月第2土曜日）
◆「ぱぱとぐらんぱのおはなし会」（毎月第3土曜日）
◆「おはなしのへや さくらんぼ」(毎月第4土曜日）

19 笛吹市八代図書館
◆図書館職員全体会議(4/4)
◆笛吹市立図書館七夕まつり（7/7）
◆夏休み図書館ビンゴラリー（7/16～8/21）
◆夏休み感想文教室(8/11・12)
◆粘土でスイーツ教室(8/10)
◆似顔絵教室(8/9)
◆図書館夏まつり（8/19）
◆バムケロのハロウィンおはなし会（10/1・8・15・22・29）
◆八代こどもフェスタにてブックリサイクル(10/30)
◆バムケロクリスマスおはなし会（12/10）
◆図書館バレンタインデー（2/1～29）
◆赤ちゃんとママのおはなし会(毎週水曜日)
◆バムケロのおはなし会(毎月第2土曜日)
◆依頼おはなし会保育園(依頼があり次第)



各種集会・行事等図書館名
20 笛吹市境川図書室

◆図書館職員全体会議(4/4)
◆笛吹市立図書館七夕まつり(7/7)
◆夏休み図書館ビンゴラリー(7/16～8/21)
◆夏まつり(8/19)
◆ハロウィンさかいがわ（10/1）
◆おはなしクリスマス会（12/3)
◆飯田龍太を偲ぶ会（3/24）
◆おばあちゃんのおはなし会(毎週第1土曜日)
◆出前おはなし会ふれあいセンター（介護施設・毎月１回）

21 笛吹市御坂図書館
◆「こどもにすすめたい本2011」展示（4/23～5/31）
◆ チャリティコンサート「いのり」(5/4・5)
◆ 楽蔵子どもの日スペシャル・1日子ども館長 (5/7)
◆ ぴょんぴょん6周年スペシャル(6/28)
◆ 図書館七夕まつり(7/7)
◆ 図書館ビンゴ(7/16～8/31)
◆ ブックリサイクル(7/23)
◆ 夏休み特別企画「空気砲で遊ぼう！」(8/4)
◆ 夏休み子ども映画会(8/11)
◆ 図書館夏まつり(8/19)
◆ 大人のための星空ウォッチング(10/4)
◆ ハロウィンおはなし会(10/29)
◆「こびとづかん」上映会(11/20)
◆ 楽蔵クリスマス会(12/3)
◆ ぴょんぴょんクリスマス会(12/13)
◆ 楽蔵冬休み映画会(1/7)
◆ ローズタイム新春スペシャル(1/20)
◆ 笛吹愛の月(2/1～28)
◆ 大人のための星空ウォッチング(3/13)
◆乳幼児向けおはなし会「ぴょんぴょん」(毎月第2・第4火曜日)
◆ 小学校低学年向けおはなし会「楽蔵」(毎月第1土曜日)
◆一般向け「ローズタイム」(毎月第3金曜日)

22 北杜市金田一春彦記念図書館 ◆春のおはなし広場（4/23）
◆子ども読書の日・子どもにすすめたい本の展示（4/16～5/10）
◆図書館探検（5/17）
◆大人のための絵本サロン（6/19,10/18）
◆いずみの杜まつり・講談社おはなし隊がやってくる（7/16）
◆終戦特集・写真展（8/1～30）
◆終戦特集・実像の証言（8/14）
◆本ｄe宝探しゲーム（11/5）
◆杜のクリスマス会（12/23）
◆本の福袋（1/2）
◆新春お茶会（1/7）

23 北杜市明野図書館
◆わくわくどきどきおはなし広場（7/29)
　 小学生による詩の朗読
　 劇団バクによる｢ヘンゼルとグレーテル｣
◆ボランティア勉強会｢お話し会に役立つ手遊びとわらべ歌｣（10/26)
◆ブックリサイクル（11/1～8）

24 北杜市すたま森の図書館
◆文学賞受賞作品展示(5/10～6/10)
◆おはなし隊がやってくる！(7/16)
◆現代短歌講座(前期：7/9・23)(後期：10/22,11/5)
◆読書感想文応援塾(8/4～6)
◆本ＤＥ福袋(1/5～なくなり次第終了)
◆新春アリススペシャルおはなし劇場(1/21)
◆ブックリサイクル(3/1～11)

25 北杜市たかね図書館
◆子ども読書週間事業 「おはなしの国へようこそ」（4/24）
◆八ケ岳講座・前期（6/24）
◆たかね図書館 夏まつり（7/24）
◆夏休み特別展示「戦争のきずあと」（7月末～8月末）
◆秋の読書週間事業
　 「ハロウィーンパーティ2011」（10/23）
 　「廃棄雑誌放出 ブックリサイクル」（10月末～11月末）
◆八ケ岳講座・後期（11/23）

26 北杜市ながさか図書館 ◆声の文学全集<大人のための朗読会>(5/28,8/27,11/26,2/25)
◆大人のための教養講座
　　ミニストール作り教室(6/24)
　　エコスリッパ作り教室(7/28)
　　クリスマス飾り作り教室(12/7)
　　エコクラフトでかご作り教室(3/14・15)
◆クリスマス特別おはなし会(12/17)
◆第14回調べる学習コンクール優秀作品巡回展示(5/10～8/19)

27 北杜市小淵沢図書館
◆子どもの読書週間事業 「おはなし会としおり作り」(5/2)
◆郷土史講座①「小淵沢の地名」(9/29)
　　　　　　　　  ②『こぶち新聞』と『たかはら』に見る小淵沢(12/1)
　　　　　　　 　 ③「小淵沢・長坂のむかしの子ども遊び」(1/19)
◆小淵沢ものがたりフェスティバル2011(11/6)
◆読書週間事業　ミニコンサート(11/20)＆ブックリサイクル（11/20～27）
◆本で広がる趣味の世界「はじめての手製本」(3/11)

28 北杜市ライブラリーはくしゅう
◆講談社全国訪問おはなし隊がやってくる！（7/24）
◆北杜市手作り絵本教室（7/28,8/4・11・18）
◆「動物画家薮内正幸を語る」講演会（10/22）
◆甲州弁の語りを聴こう（11/27）
◆はくしゅう冬のおたのしみ会（12/11）

29 北杜市むかわ図書館
◆図書館・児童館合同手作り絵本教室（7/15～8/19・全5回）
◆図書館・児童館合同こども祭り(10/22）
◆図書館・児童館合同クリスマス会(12/17）



各種集会・行事等図書館名
30 上野原市立図書館

◆第7回図書館朗読のつどい（8/6）
◆子ども図書館まつり（11/19）
◆おはなし会（4/16～3/17・月１回）
◆子ども映画会（4/9～3/10・月１回）
◆親子文芸講座（5/28～3/24・年6回）

31 上野原市立図書館秋山分館

32 甲州市立勝沼図書館
◆保育所等の見学(4/23,5/11)
◆小学生社会科見学(7/1)
◆夏休み子ども映画会(8/13～14)
◆職場体験学習(8/28,10/25,11/10)
◆まーの・あ・まーの(年4回)
◆全国訪問おはなし隊
◆図書館まつり カムカムフェスタ
◆春のおはなしフェスタ
◆葡萄とワインの資料展「フットパスで巡る勝沼のロケ地～物語を通して見つけるぶどうとワインの魅力～」

33 甲州市立塩山図書館
◆お父さんのおはなし会(5/15,11/6)
◆子ども図書館第19回企画展「マンモス王国の仲間たちとその世界　another world」(6月～7月)
◆としょかんまつり(7/16) ※会場：甲州市民文化会館
◆ワークショップ「茜と藍の重ね染め」(7/17)
◆子ども図書館第20回企画展「井口量太四季彩展」(7月～11月)
◆子ども図書館第21回企画展「えりちゃんとドングリの木」原画展(12月～3月)
◆社会科見学(6/2・9,11/10他 随時)
◆職場体験学習 塩山図書館及び子ども図書館(7/5・6・27・28,10/25・26,11/10)
◆学童の観劇前のおはなし会(8/19他 随時)
◆甘草屋敷子ども図書館視察(8/20他 随時)
◆職場体験学習[インターンシップ](9/7・8・9・13・14)
◆遠足受入(10/20,11/5他 随時)
◆市内保育所・育児サークル等おさんぽ
   (甘草屋敷子ども図書館 5/27,6/8,8/22,9/8,1/19・26, 2/2・17・2,3/9・12・18 随時)

34 甲州市立塩山図書館分館
（甘草屋敷子ども図書館） ※塩山図書館参照

35 甲州市立大和図書館
◆七夕こどもおはなし会(7/1)
◆甲州市立図書館「クリスマス会」(12月)
◆マジックポッケ春のおはなし会(3/10)
◆小学校の体験・貸出(4/5,7/8,,8/9,3/27)
◆保育所等の見学(6/3,7/8)

36 中央市立玉穂生涯学習館 ◆子どもの読書週間「みつけようだいすきな本」(4/23～5/12)
◆文学教養講座(第1回)「東京をつくった甲州財閥」(6/18)
◆おはなしカーニバル(7/16)
◆夏休み親子手づくり絵本教室(7/27,8/3・18)
◆文学教養講座(第2回)「市川団十郎と歌舞伎」(10/16)
◆児童文学講演会(10/2)
◆ふるさと文学散歩(10/15)
◆がくしゅうかんまつり(10/29～11/6)
    〈ブックリサイクル・手作り絵本の展示・工作教室・おりがみ教室・消しゴムハンコ教室・朗読会「夢舎」〉
◆おはなしでてこいのクリスマス会(12/19)
◆新春琴の調べ(1/5)
◆おはなしでてこい(第1土曜日・第3日曜日)
◆ちいちゃいちいちゃいおはなしかい(第1・第3水曜日)
◆朗読会「夢舎」(7月,11月)
◆おはなしかい「モモ」(毎週第4土曜日)
◆山梨大学医学部付属病院小児科へ(毎月1回)
◆山梨大学医学部付属病院外来（小児科・耳鼻科）へ本の貸出(隔月)
◆ブックスタート事業
◆新入生ブックプレゼント事業
◆ロビー展示(随時)
◆玉穂保育園年中年長児読み聞かせ

37 中央市立玉穂生涯学習館豊富分館
※玉穂生涯学習館に一括

38 中央市立田富図書館
◆響 ～第5回春のコンサート(4/10)  ◆絵画四人展(4/19～29)
◆「パルフェ」コンサート(5/15)  ◆文化協会絵画部 絵画展(6/2～15)
◆押花作品展「里の山」(6/15～7/10)  ◆押花の作品作り体験教室(6/25)
◆中央市シニアコーラス ミニコンサート(6/18)
◆としょかんまつり あんど わいわいひろば(6/19)
◆みすず会朗読発表会(6/25) ◆田富みかさ幼稚園 年長5歳児作品展(7/16～28)
◆英語の絵本に親しもう(7/24・31・全2回講座)  ◆小学生 親子工作教室(7/30)
◆プロ漫画家 田中正仁さんのまんが原画展(8/4～17)
◆まんが教室(8/6)　◆たのしい工作で遊んじゃおう！第1弾(8/7)
◆赤ちゃんとお母さんのための絵本講座 (9/8・15・全2回講座)
◆児童文学講演会（中央市立図書館共催事業）(10/2)
◆絵本の読み聞かせ講座(10/22・29・全2回講座)
◆“神様大集合”お札展(11/2～20)　◆ブックリサイクル(11/3～10)
◆たのしい工作で遊んじゃおう！第2弾(11/20)　◆フラワーサークル「中央」華道展(11/21)
◆ちょっと きのはやい クリスマスのつどい(12/5)　◆たのしい工作で遊んじゃおう！第3弾(12/20)
◆田富文化祭書道展(12/8～18)　◆たのしい工作で遊んじゃおう！第4弾(1/15)
◆中央市の歴史を学ぶ講座(1/22)　◆エコたわしで暮らしを楽しもう！(1/21～29)
◆エコたわし作り方説明会(1/28)　◆田富木彫会作品展(2/1～10)
◆世界遺産検定マイスター  塩澤輝幸トークショー(2/19)
◆田富みかさ幼稚園園児による共同画展(2/17～3/2)
◆たのしい工作で遊んじゃおう！第5弾　◆たのしい工作で遊んじゃおう！第6弾(3/11)
◆五緒川津平太氏 甲州弁講演会(3/25)　◆小林文香木版画個展(3/31～4/8)
◆ トミーくんのおはなしあそびタイム(毎月第3火曜日)
◆キッズおはなしききタイム(毎月第2土曜日)
◆第一保育園児のためのおはなし会(毎月第3火曜日)



各種集会・行事等図書館名
39 市川三郷町立図書館

○講座・教室等
◆図書館まつり（6/25）
◆「子どもにすすめたい本」展　（6/26～7/4）
◆調べ学習を応援しよう（8/2～4）
◆夏休み親子手作り工作～牛乳パックでつくる　鉛筆たて～（8/13）
◆歴史ウォーキング～六郷地区をたずねて（10/10）
◆朗読サロン～根津ピアノの音色とともに～（10/22）
◆大人のためのおはなし会（11/13）
◆図書館クリスマス会（12/11）
◆冬のおはなし会（1/14）
◆はじめての手袋人形教室（1/22・29）
◆初めての読み聞かせ講座（1/21）
◆百人一首を楽しもう（2/4）
○作品展示
◆「春の絵手紙」展（4/1～5/27）
◆「ヒマラヤロツエ」展（6/1～6/22）
◆「ひまわり書道」展（7/1～8/30）
◆「レザークラフト」展（9/13～29）
◆「写真展・澄んだ囀りが美しく」（10/4～11/29）
◆「ブリザーブドフラワー」展（12/1～1/27）
◆「清墨会　軸装」展（2/1～3/29）
○定例おはなし会（4/21,5/26,6/23,7/21,8/25,9/23,10/27,11/24,12/15,1/26,2/23,3/22）

40 市川三郷町立図書館三珠分館 ◆夏のおはなし会（7/2）
◆お気に入りの写真でつくるスクラップブッキング（7/24）
◆クリスマスゴスペルコンサート（12/23）
◆「こどもにすすめたい本」展示（5/26～6/5）

41 市川三郷町立図書館六郷分館 ◆図書館まつり（8/2）
◆初めての手袋人形教室（1/6）
◆ぽぽさんのおはなし会（3/29）

42 身延町立図書館
◆ブックフェスタキッズ・2012（こども図書館まつり）（5/27）
◆図書館朗読ボランティア千の風朗読会（7/29）
◆夏休みこども工作会（8/5）
◆図書館朗読ボランティアひだまり朗読会（8/25）
◆ブックフェスタ2012〈図書館まつり〉（11/24・25）
◆図書館ざぶとん寄席（2/16）
◆月例おはなし会（4/21,6/30,7/28,8/18,9/15,10/27,12/15,1/26,3/16）
◆ちいさなちいさなおはなし会（通年 毎週火曜日）
◆各種展示
　こどもの読書週間・戦争と平和展・読書週間・私のおすすめこの1冊展・作家展・季節の展示 等

43 南部町立南部図書館 ◆図書館フェスティバル(10/28）

44 南部町立富沢図書館 ◆図書館フェスティバル(10/28）

45 昭和町立図書館
◆ブックフェア(6/17～6/21)
◆手作り絵本巡回展(7/1～7/3)
◆大人のためのおはなし会（7/9,10/30,1/29）
◆調べ学習コンクール作品展(7/19～8/16)
◆ボランティアの読み聞かせ講座(7/21,9/15,10/20,11/17,12/15)
◆夏休み職場体験学習〈インターンシップ〉受入(7月後半～8月)
◆手作り絵本教室(9/21・28,10/5・12・19)
◆秋の図書館祭り(10/30)
◆大人むけ映画会(11/12)
◆クリスマスおはなし会（12/15）
◆ふるさと絵画展(2/7)
◆図書館祭り(2/25)
◆文化講演会(2/26)
◆手作り絵本展示(3/1～18)
◆マンガ原画展(3/21～31)
◆子どもむけ映画会(3/27)
◆マンガ教室(3/28)

46 忍野村立おしの図書館 ◆おはなしゆりかご（毎月第2火曜日 午前10時半～）
◆おはなし探検隊（毎月第2火曜日 午後3時半～）

47 山中湖情報創造館 ◆こども新聞記者活動(隔月)

48 富士河口湖町生涯学習館 ◆ようこそおはなし王国2012(4/24)　◆安富友美さん作品展(5/10～29)
◆大石保育所へ講演会(5/20)  ◆わが郷土の文学講座①(6/25)
◆親子で工作あそび(6/22,9/2)
◆夏の夜のこわ～いお話会企画展示と貸出(7/22)※企画展示(7/1～8/30)
◆古本市の実施(10/23)
◆わが郷土の文学講座②(10/29)
◆特別企画展がんばれニッポン！「平安への祈り」(11/5～29)
◆文学散歩(12/3)　◆生涯学習館読書推進講演会(12/10)
◆業務ボランティア&図書館協議会委員合同視察研修(11/30)
◆絵本を読む会(2/9・6・23,3/1・8)　◆けしごむハンコをつくろう(3/15・22)
◆佐藤秀和氏講演会(3/10)
◆子育て支援事業　手遊びしましょう　①近藤編(11/2・9・16)　②斉藤編(11/29,12/7・14)
◆子育て支援事業　布絵本講座(11/10・17)
◆読み聞かせボランティア派遣
　 ①魔女の宅急便（依頼に応じて随時)　②ブラウンベア(依頼に応じて随時)
◆初心者向け古文書講座(年12回)　◆母親学級(年４回)
◆小さな朗読会(年4回)　◆げんキッズクラブ(年6回)
◆ブックスタート支援(毎月1回第2火曜日・全12回）
◆うさぎの親子読み聞かせ会(毎月第4火曜日・全12回）
◆ブラウンベア　英語による読み聞かせ会(毎月第2火曜日・全12回）
◆エトワール読み聞かせ会(毎月第4土曜日・全12回）
◆ﾊﾟﾊﾟのえほんタイム(毎月第3土曜日)　◆託児サービスママピヨタイム(毎週木曜日・47日)
◆折り紙教室(毎月第4土曜日・全12回)　◆読書会(毎月第4土曜日・全12回）　◆マムベビー(毎月)
◆子育て支援事業としょかんパスポート(平成23年度中)

49 富士河口湖町生涯学習館大石分館
◆本の読み聞かせ会(毎月第3火曜日・全12回）

50 富士河口湖町生涯学習館河口分館
◆本の読み聞かせ会(毎月第3火曜日・全9回）

51 富士河口湖町生涯学習館上九一色分館
◆本の読み聞かせ会(毎月第3水曜日・全12回）



各種集会・行事等図書館名

山梨県立図書館 ◆資料展示
 　｢こどもにすすめたい本2011｣(4/22～5/29)
 　｢平成22年度新収蔵　山梨県関係出版物展｣(6/3～9/22)
 　｢風林火山－川中島合戦in図書館｣(10/26～12/27)
 　｢県内学生の学習成果展示｣(1/12～2/28)
 　｢南極展－図書館de南極を学ぼう｣(3/1～29)
◆図書館職員サービス講座
 　専門研修(6/30,7/29,9/30)
　 総合研修(1/31)
◆子どもの読書活動指導者養成講座(7/29,9/6,10/20,11/16,12/15)
◆県民の生活支援コーナー展示
　 ｢原子力発電と、これからのエネルギーを考える｣(6/1～9/29)
 　｢防災・防犯～地震編Ⅱ｣(10/1～1/29)
 　｢コミュニケーション～はなす・きく・よむ・かく～｣(2/1～5/30)
◆ポスター展示
 　｢図書館利用で知る楽しさを発表してみませんか～ｍｙ図書館｢楽(がく)｣へのお誘い～｣(1/12～2/28)
◆県民の日協賛事業(11/20)
◆本と親しむ図書館ツアー(11/20,1/29)
◆手話による絵本の読み聞かせ会(8/27)
◆外国語による絵本の読み聞かせ(6/26,8/28,10/23,11/20,12/25,2/26)

各種集会・行事等

1

富士川町民図書館
◆定例のおはなし会（毎月第2土曜日AM10:30～11:00）
◆こども読書週間（4月） 学習会「紙芝居の演じ方」
◆こどものひろば（社協主催）への参加（6月）※絵本や紙芝居などの読み聞かせ
◆動物たちとおはなし会（9月）※ポニーの乗馬体験など
◆町内保育園児の来室・貸出・おはなし会（10月～11月）

2 早川町教育委員会

3 道志村教育委員会

4 西桂町教育委員会

5 鳴沢村中央公民館図書室

6

小菅村中央公民館図書室
◆図書だよりの発行(毎月1回 村内全戸配布)
◆絵本の読み聞かせの実施(適宜要望に応じて)
◆高齢者学級時における特別解放
◆すげっこくらぶ〈子育てサークル〉の図書室利用援助(託児など)

7 丹波山村中央公民館図書室

（２）図書館未設置自治体（公民館図書室等）
施設名


