
各種集会・行事等
1 甲府市立図書館

◆映画会(アニメーション｢あらいぐまラスカル｣)(4/11)◆押し花展(4/20～25)◆音楽と朗読の会(4/18)
◆映画会（おくりびと）(5/9)◆野鳥写真･バードカービング展(5/11～5/23)
◆雑誌リサイクル(5/25～30)◆手づくり絵本展(6/11～13)
◆映画会(アニメーション｢だるまちゃんとだいこくちゃん｣)(6/13)◆水彩画展(6/15～20,6/22～7/4）
◆図書館ボランティア朗読のつどい2011～中学生・高校生に朗読を～(7/4)◆土屋義郎展(7/6～11)
◆映画会(アニメーション｢楽しいムーミン一家｣)(7/11)◆ブックリサイクルフェア(7/13～19)
◆柳沢吉里入城300年記念講演「甲府城をつくった柳沢父子」(7/18)◆音楽と朗読の会(7/19)
◆单公民館赤ちゃんおはなし広場(7/21)
◆映画会(アニメーション｢お化け長屋｣「かちかち山・やまんばと牛かた」)(8/8)
◆図書館職員おりがみ展パート3(8/10～22）◆郷土史関係刊行物展示会(8/24～29)◆水彩画展
(9/7～12)
◆映画会(｢どんぐりと山猫･セロひきのゴーシュ｣)(9/12)◆水彩画展(9/14～20)
◆身延山大学協賛市民教養講座「絵本の世界を歩く」）(9/18)
◆園児が描く絵本の世界(10/5～17)◆映画会(アニメーション｢長くつ下のピッピ｣)(10/10)
◆ちびっこ図書館まつり(10/11)◆おりがみ展(10/26～31)
◆柳沢吉里入城300年記念講演「甲府から大和郡山へ柳沢吉里転封の真相」(10/30)
◆映画会(｢綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビデオ第1集｣)(11/11～14)
◆琢美地区文化祭作品展(11/13)◆講演会　関孝和　甲州の和算(11/14)◆光風寮作品展(11/16～
28）
◆読み聞かせボランティア･ステップアップ講座(11/18・25)◆短歌教室(11/20･27,12/4)
◆甲府文芸講座(11/27）◆障害者センター作品展(12/1～12)
◆映画会(｢綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビデオ第2集｣)(12/12)
◆山梨県教育会甲府支部文化展(12/14～19)◆甲府文芸講座(12/18)
◆高源寺文庫だより展示会(12/21～26)
◆地域交流作品展(1/5～16)◆映画会(｢綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビデオ第3集｣)(1/9)
◆甲府文芸講座(1/22)◆甲府市･大和郡山市児童生徒作品展(1/18～30)◆音楽と朗読の会(1/30)
◆失語症友の会作品展(2/15～20)◆絵手紙展(2/22～27)◆おはなし広場(2/26)
◆ミニ原爆展(3/1～6)◆詩画色紙展(3/8～13)
◆映画会(アニメーション｢オズの魔法使い｣「アリババと40人の盗賊」)(3/13)◆絵手紙展(3/15～27)

2 富士吉田市立図書館 ◆ちいさいおはなしかい　毎週木曜日　（開催回数　16回　参加人数　640名）
◆おはなしかい　毎週第4土曜日　（開催回数　4回　参加人数　63人）
◆ブックスタート　随時　（開催回数　23回　参加人数　418名）
◆ぴよぴよサロン　随時　（開催回数　9回　参加人数　571人）
◆2歳児歯こころの相談　随時　（開催回数　20回　参加人数　722人）

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）
◆「山梨人からのメッセージ～心に響いた一冊展」（6/1～12）
◆「図書館を使った調べる学習賞展」（7/24～8/6）
◆学校図書館研修セミナー「国語学力の指標としての読書量」（講演会）（8/26）
◆図書館まつり「みんなで知ろう 歌おう 都留の自然」（展示・講演・ｺﾝｻｰﾄ）（11/7）
◆「私がすすめる一冊展～市民と都留市ゆかりの人々から」（10/26～11/9）
◆「市民愛蔵書交換会」（図書リサイクル）（10/26～11/9）
◆「市民の読書の記憶・記録展～読書週間の歴史とともに」（企画資料展）（10/26～11/9）

4 山梨市立図書館
◆「こどもにすすめたい本　2010」掲載図書展示（4月）
◆第28回図書館こどもまつり（5/15）
◆第4回おはなしの広場（11/3）
◆ブックリサイクル（2/19）

5 大月市立図書館 ◆「本のリサイクル市」（7/31～8/8）
◆「夏の日の青き陽炎上映会」（8/13）
◆「絵本作家、仁科幸子と子どもたち。子どもの感性が光るとき…」（11/7）
◆「読み聞かせ講習会」（12/5）

6 韮崎市立図書館
◆「ウルトラちびっこキャラバンin韮崎市」（ちびっこはうすと韮崎市共催）に参加（10/22）
◆おでかけこどもとしょかん<新規>　（8/11,1/19）

7 单アルプス市立櫛形図書館 ◆ブックリサイクル市(5/1～9）
◆そよかぜ子どもまつり(5/22)
◆子ども映画会(6/19)
◆エコ工作(7/29)
◆詩を楽しむ会（8/5）
◆夏休み工作教室(8/6)
◆名作映画会(8/8,10/2)
◆秋のひととき朗読会（10/3）
◆秋の子ども読書フェスタ（11/6・7）
◆なんでもかがくじっけん（11/13）
◆子ども映画会(9/4,1/15)
◆図書館講演会（1/22）
◆親子映画会（3/5）
◆図書館スタンプラリー（4/23～8/29）
◆だいすきな本・詩の募集（4/23～9/5）
◆ブックカバー配布（4/23～12/26）
◆シニアのための図書館講座　（6/4,9/3,12/3,3/4)
◆朗読の集い「いきやりどころ」(6/5,8/21,1/23)
◆図書館教養講座（11/27,3/5･12）

8 单アルプス市立櫛形図書館芦安分館 ◆工作教室(6/18・20)
◆エコ工作(7/30)
◆映画会（8/10）
◆夏休みお楽しみ会(8/18)
◆秋のお楽しみ会(11/17)
◆冬休み工作教室(1/7)
◆春休み工作教室(3/29)

9 单アルプス市立白根桃源図書館
◆こ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）
◆図書館スタンプラリー（4/23～8/29)
◆だいすきな本・詩の募集（4/23～9/5）
◆春の子ども読書まつり（5/22）
◆親子手づくり絵本教室（7/28,8/4・18）
◆子ども俳句教室（7/29,8/3）
◆エコ工作教室（8/10）
◆子どもボランティア（8/11・12）
◆秋の子どもフェスタ（11/6～7）
◆クリスマス会（12/4）
◆おはなし会と工作教室（1/30）
◆朗読会「きずな亭」（8/8,2/26）
◆読み聞かせ講座（11/5・12・19）
◆保育所出前サービス（5/27,1/26,2/2・22,3/2）
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10 单アルプス市立八田農業情報関連図書館 ◆ブックカバー配布(4/23～12/26)
◆図書館スタンプラリー(4/23～8/29)
◆だいすきな本募集(4/23～8/29)
◆子ども読書まつり（5/15）
◆保育所出前サービス(7/1)
◆詩の募集(7/1～9/5)
◆夏休み科学实験あそび（7/28)
◆感想文おたすけ隊(8/4)
◆エコ工作教室（8/6）
◆子どもボランティア（8/11)
◆夏休み子ども映画会（8/11)
◆詩を楽しむ会(8/18)
◆子ども読書フェスタ（11/6・7）
◆朗読入門講座（11/18・25,12/2・9・16)
◆クリスマス会（12/4)
◆お正月飾り講座(12/19)
◆朗読会「おたのしみ処」（1/16)
◆農業講座(2/27)
◆子ども映画会(3/6)

11 单アルプス市立わかくさ図書館 ◆ブックカバー配布（4/23～12/26）
◆図書館スタンプラリー（4/23～8/29）
◆だいすきな本・詩の募集（4/23～9/5）
◆春の子ども読書まつり（5/8～9)
◆「七夕飾りを作ろう」（7/3)
◆夏休みエコ工作教室「ペットボトルで作るストラップ」（8/3）
◆感想文おたすけ隊（8/10)
◆子どもボランティア（8/11・18）
◆夏休み子ども映画会（8/11)
◆安藤家おはなし会と昔遊びの会（8/20)
◆秋の子ども読書フェスタ（11/6～7)
◆子ども映画会（11/20）
◆クリスマス会　櫛・わ・甲合同（12/18）
◆冬休み工作教室「ブーメランを作ろう」（1/7）
◆環境講座「おてだま～作って遊ぼう」（3/5）
◆春休み子ども映画会（3/30）
◆朗読会「やすらぎ亭」（6/16,8/18,2/16)

12 单アルプス市立甲西図書館 ◆凧づくり教室(4/18)
◆春のおはなし会スペシャとブックリサイクル市(5/8)
◆出前絵本講座(6/8)
◆安藤家おはなし会と昔遊びの会(8/6)
◆夏休み子どもボランティア（8/5,12)
◆エコ工作教室「ペットボトルで作るストラップ」（8/11)
◆朗読会ふれあい処（9/4,3/6)
◆おはなし会と絵本講座（1/27）
◆工作教室　「手袋人形作り」一般　（2/2）
◆外国語のおはなし会（6/26,2/26）
◆図書館スタンプラリー（4/23～12/26）
◆大すきな本・詩の募集（4/23～8/29）
◆ブックカバー配布（4/23～12/26）
◆詩を楽しむ会(7/30)
◆読書感想文おたすけ隊（8/11)
◆秋の子ども読書フェスタ（11/6・7）
◆クリスマス会（12/18）
◆保育所出前サービス（12月～3月）

13 甲斐市立竜王図書館
◆定例おはなし会
　こぐまちゃんのおへやひよこ組
　こぐまちゃんのおへやこぐま組
　しろくまちゃんのおへや
　キッズぷらねっと
　社会福祉施設訪問（コスモス・きらり）
◆朗読会　「おきらく亭」
　社会福祉施設訪問「出前おきらく亭」
　「朗読をあなたに」
◆上映会「アヒルと鴨のコインロッカー」「ドルフィンブルー」「幸福な食卓」「スラムドック＄ミリオネア」
「植村直己物語」　「アリスインワンダーランド」
◆非核平和事業　朗読・アニメ上映・企画展示
◆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」
◆こども1日図書館員
◆読書感想文の書き方講座
◆ジャズコンサート
◆雑誌と本の古本市
◆朗読をあなたに
◆人形とえほんの秋まつり
◆クリスマスおはなし会
◆クリスマスピアノコンサート　ロマンティックナイトフォーユー
◆柳田邦男講演会「いのちを支える言葉」
◆はねてはずんでおはなし会
◆うさこのひなまつり
◆ＣＤの名盤を聴く会

14 甲斐市竜王中部公民館図書室 中部公民館まつり
15 甲斐市竜王单部公民館図書室 单部公民館まつり
16 甲斐市立敷島図書館

◆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（年間2回～3回）
◆らいおんちゃんのゆりかご・へや（第1.第3木曜日）
◆らいおんちゃんのおうち（第１.第3土曜日）
◆ライライくんのおはなし劇場（5/1,10/23）
◆こども一日図書館員（8/4～6）
◆おはなしおじさんの人形劇（7/24）
◆夏休み工作会（7/29）
◆古本市（7/31～8/8）
◆読書感想文の書き方（7/25）
◆スタンプラリー（11/1～11/29）
◆ボランティア講座（9/22･29）
◆司書講座（7/1）
◆クリスマス会（12/18）
◆ハンドベル演奏会（12/18）
◆新年呈茶と琴の調べ（1/5）



17 甲斐市立双葉図書館 ◆こどもの日イベント おはなし会 (5/22)　大人15人　こども23人
◆こども1日図書館員（8/4・5・6)　小学生6人
◆読書感想文書き方講座(7/25)　大人13人　こども14人
◆夏休み工作会(8/1)　大人19人　こども52人
◆こわくてふしぎなおはなし会(8/18)　大人14人　こども27人
◆読書週間イベント(10/9)　おはなし会　大人14人　こども27人
◆わくわくクリスマス会(12/4)　大人82人　こども110人
◆本の祭典（図書館まつり） (3/5)　おはなし会→大人8人　こども9人　講演と朗読会→大人68人

18 笛吹市石和図書館 ◆図書館職員全体会議（4/5）◆絵手紙原画展の实施（5/12～6/11）
◆しゃぼん玉まつり（5/23）◆朗読発表会の实施「朗読ライム・イン・スコレー」（6/19）
◆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（7/6）◆夏休み図書館ビンゴラリー（7/17～8/22）
◆図書館夏まつり（8/19）◆出前講演会(4/20,6/24,10/27）
◆出前おはなし会依頼（石和西小・花鳥保育園・芦川小・唐柏公民館・11/17・18・24）
◆ハロウィンパーティー（10/29）
◆絵本作家エムナマエ氏トークショー（8/1）と原画展開催(8/1～2)
◆市内在住歴史小説作家藤原緋紗子氏NHKテレビ放映に合わせディスプレー
◆ブックドクターあきひろ氏講演会（10/20）
◆オカリナおはなし会（11/12）　◆朗読教室の实施（10月全5回）
◆市内中学生体験学習の受入れ（石和8名・浅川5名・御坂2名）
◆図書館でハッピークリスマス（12/6）◆初釜(1/5)
◆絵本作家増田昭一氏・朗読家小泉靖子氏戦争を語る会（10/31)
◆性犯罪を考える小林美佳氏講演会の实施（1/15）
◆図書館バレンタインデー（2/1～22）
◆子どもまつりピアニカ王子大友剛氏マジックショー・子ども館長の实施（3/7）
◆第1・3木曜日　家族で始めようブックスタート
◆第2・4木曜日　おはなし会タンタン
◆毎週土曜日　午前・午後　耳をすませばえほん隊
◆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）・老人施設（甲州ケアホーム）11/18
◆ボランティア養成講座スキルアップ講座の实施～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实施～中級～（毎月第4火曜日）
◆NHK「もうすぐお昼どきわくわく読書タイム」出演（毎月第4木曜日）
◆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）

19 笛吹市一宮図書館
◆おはなしのゆりかご　毎月１回（対象：3歳児未満）
◆おはなしのぶらんこ　毎月１回（対象：小学生）
◆リサとガスパールのおはなし会　毎週日曜日（対象：保育園児・小学生）
◆チャレンジ教室　　毎月１回※8月は特別版（対象：小学生）
◆人間すごろく　年１回１月（対象：保育園・小学生）
◆お正月新春フェア　年１回１月（対象：特になし）
◆図書館バレンタインデー 年１回（2/1～22）
◆朗読発表会　　年１回2月（対象：大人）
◆わかばのおはなし会　※5月の「おはなしのぶらんこ」　年１回（対象：小学生）
◆まなつのおはなし会　　年１回5月（対象：・小学生）
◆七夕まつり（笛吹市統一行事）　年１回7月（対象：大人）
◆サラダパーティー（おはなし会）　年１回7月（対象：保育園・小学生）
◆夏祭り（笛吹市統一行事）　年１回8月
◆開館記念おはなし会　年１回11/3（対象：特になし）
◆クリスマス会（おはなし会）　年１回12月

20 笛吹市春日居ふるさと図書館 ◆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）
◆おはなしのへや さくらんぼスペシャル（5/22）
◆一日子ども館長（5/22）
◆七夕まつり（7/6）
◆図書館ビンゴ（7/17～8/22）
◆夏休み工作教室（8/5・6）
◆図書館夏まつり（8/19）
◆おりがみでハロウィン！（10/9）
◆ブックリサイクル（11/13）
◆クリスマス・クリスマス（12/18）
◆ふえふき愛の月（2/1～28）

21 笛吹市八代図書館 ◆図書館職員全体会議(4/12)
◆笛吹市立図書館七夕まつり（7/6）
◆夏休み図書館ビンゴラリー（7/18～8/22）
◆夏休み感想文教室(8/5・6)ラッピング教室(8/3)ポストカード教室(8/４)
◆図書館夏まつり（8/19）
◆ブックドクターあきひろ氏とあそぼう！(9/9)※共催
◆バムケロのハロウィンおはなし会（（10/1・9・16・23・30）
◆八代こどもフェスタにて特別おはなし会(11/28)
◆赤ママクリスマスおはなし会(12/15)
◆バムケロクリスマスおはなし会（12/11）
◆図書館バレンタインデー（2/1～2/27）
◆毎週水曜日　赤ちゃんとママのおはなし会
◆毎月第2土曜日　バムケロのおはなし会
◆依頼おはなし会保育園（5/19･26･28,6/11・22・23,10/22・26・28,11/18・25・26,2/18・22・24,3/10・
24・25）
◆性犯罪を考える小林美佳氏講演会（1/15）

22 笛吹市境川図書室
◆図書館職員全体会議(4/12)
◆笛吹市立図書館七夕まつり(7/6)
◆夏休み図書館ビンゴラリー(7/17～8/22)
◆夏まつり(8/19)
◆ハロウィンさかいがわ（10/2）
◆おはなしクリスマス会（12/4)
◆飯田龍太を偲ぶ会（3/27）※共催
◆毎週第1土曜日おばあちゃんのおはなし会
◆出前おはなし会ふれあいセンター（介護施設）（毎月第3火曜日）



23 笛吹市御坂図書館
◆毎月第2・第4火曜日　乳幼児向けおはなし会「ぴょんぴょん」
◆毎月第1土曜日　小学校低学年向けおはなし会「楽蔵」
◆毎月第3金曜日　一般向け「ローズ・タイム」
◆「よしながこうたく絵本ライブ」（4/4）
◆「こどもにすすめたい本2011」展示（4/18～5/30）
◆楽蔵スペシャル・1日子ども館長（5/1）
◆ぴょんぴょん5周年スペシャル（6/8）
◆図書館七夕まつり（7/6）
◆図書館ビンゴ（7/22～8/22）
◆ブックリサイクル（7/25）
◆夏休み特別企画「スライムをつくろう」（8/3）
◆図書館夏まつり（8/19）
◆「図書館を使った調べる学習賞コンクール」優秀作品展示（10/23～11/3）
◆ハロウィンおはなし会（10/30）
◆楽蔵クリスマス会（12/4）
◆ぴょんぴょんクリスマス会（12/14）
◆ローズタイム新春スペシャル（1/21）
◆笛吹愛の月（2/1～28）
◆大人のための星空ウォッチング（2/15）
◆高野賢彦氏講演会「武田家三代の家族関係と滅亡原因」（3/12）

24 北杜市金田一春彦記念図書館 ◆春のおはなし広場　（4/10）
　（子ども読書の日に合わせてのお話会の開催）
◆近隣の小学校（泉小学校新一年生に図書館利用の説明・おはなし会）　（4/28）
◆大人のための絵本サロン　（6/13,10/17,3/5）
◆いずみの杜まつり　（7/17）
　（図書館開館を記念してのイベント）
◆終戦特集「实像の証言」特攻隊の写真展　（8/15）
◆第１１回ことばの学校　（9/4）
◆秋のおはなし広場　　（10/9）
◆杜のクリスマス会　（12/23）

25 北杜市明野図書館 ◆わくわくどきどきおはなし広場（7/30)　小学生による劇の発表会、劇団風の子による｢小さい劇場｣
◆ボランティア勉強会（10/12)　講師を招き｢読み聞かせにおける絵本の選び方｣の勉強会を行う
◆ブックリサイクル（11/1～8）　雑誌のリサイクル

26 北杜市すたま森の図書館 ◆第8回読書マラソン（4/23～）
◆第8回おはなしマラソン（6/27）
◆夏のスペシャルおはなし会（8/8）
◆新春アリススペシャルおはなし劇場（1/15）

27 北杜市たかね図書館
◆大人のための朗読会「やまびこ」（毎月第３金　全12回）
◆子ども読書週間事業
　　　「おはなしの国へようこそ」（5/8）
　　　「特別展示　前年度貸出ベストランキング100」（４月末～５月末）
◆秋の読書週間事業
　　　「ハロウィンパーティへようこそ2010」（10/23）
　　　「雑誌放出・ブックリサイクル」（10月中旬～）
◆クリスマスおはなし会（12/19）

28 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>　（4/24,7/17,9/16,1/22）
◆大人のための教養講座
　　　　手作り布絵本教室（5/14・21） 絵手紙教室（12/9）　ラッピング教室（2/18）　つるし飾り教室
（3/18）
◆夜空のお話し会　（8/7）
◆クリスマス特別おはなし会　（12/18）
◆ほくとワクワク教室ながさか<地域子ども教室推進事業として開催>　 （4/10・18,5/8・15・19,6/12・
19・24,7/10・14・17・28,8/14・18・25,9/11・15・18,10/9・16・20,11/13・17・20,12/15,1/7・8・15・
19,2/12・16・19,3/12・16・19）
◆第13回調べる学習コンクール優秀作品巡回展示　（5/7～8/20）

29 北杜市小淵沢図書館 ◆しおりを作ろう（4/26）子どもの読書週間関連事業
◆本で広がる趣味の世界
　　①エコクラフトバンドでバッグを作ろう(5/19）②ブックｶﾊﾞｰを作ろう（2/25）③作って楽しむ消しゴム
はんこ（3/23）
◆夏休み事業「図書館探検隊」（7/9）
◆読書週間事業「ミニコンサート＆ブックリサイクル」（10/3）
◆小淵沢ものがたりフェスティバル2010（11/7）

30 北杜市ライブラリーはくしゅう ◆民話を聴こう～方言で民話・伝説のふるさとを訪ねてみませんか～（7/4)
◆北杜市手作り絵本教室　全４回　（7/28,8/5・10・17）
◆ブックリサイクル　（11/10～14)
◆第27回日本冒険小説協会大賞・第12回大藪春彦賞受賞作家
　　　樋口明雄さんを囲んでトークセッション　（10/31)
◆はくしゅう図書館まつり　（12/5)
◆新春箏のしらべ　（1/8)

31 北杜市むかわ図書館
◆夏のおはなし会「工作とおはなし会」（7/17）
◆図書館・児童館合同手作り絵本教室　全5回（7/16～8/19）
◆図書館大人の趣味の講座「宝物にデコしませんか」（9/22）
◆図書館・児童館合同こども祭り「おはなしと音楽のコラボ」（10/23）
◆図書館・児童館合同クリスマス会「スクリーン紙芝居」他（12/18）

32 上野原市立図書館 ◆おはなし会　月１回（4/17～3/19）
◆子ども映画回　月１回（4/10～3/12）
◆親子文芸講座　年6回（5/22,7/24,9/25,11/27,1/22,3/26）
◆第６回図書館朗読のつどい（7/4）
◆子ども図書館まつり（11/20）
◆リンデンドーム朗読館　月1回(4/18～3/20)

33 上野原市立図書館秋山分館
34 甲州市立勝沼図書館 ◆ブックスタート

◆国民読書年　おすすめの本紹介
◆おはなしプーさんの会(毎月第3木曜日)
◆ティンカーベルおはなしの会(毎月第3土曜日)
◆カムカムクラブ(毎月第4土曜日)
◆移動図書館巡回(毎月)
◆学校巡回（毎月）
◆ブックリサイクル（5/1～5,10/30・31）
◆夏休み子ども映画会(8/9～14)
◆子機民読書年　夏季映画会(7/23～8/27の期間中、毎週金曜日。計5回)
◆カムカムフェスタ(図書館まつり)(10/31)
◆春のおはなしフェスタ(3/12)
◆「勝沼にあるカフェを巡ろう！～ぶどうとワインを使ったおいしいデザートを探してみよう！～」(10/1
～28)
◆まーの・あ・まーの(年4回)



35 甲州市立塩山図書館 ◆ブックスタート
◆国民読書年　おすすめの本の紹介
◆絵本くらぶちびっ子おはなし会(甘草屋敷子ども図書館)(毎月第1･3水曜日)
◆塩山図書館おはなし会｢きしゃぽっぽ｣(毎月第4木曜日)
◆巡回図書館(本の貸出のみ)(4月～10月)
◆巡回図書館(お話会)(11月～3月)
◆ブックフリーマーケット、雑誌リサイクル市(4/24、10/24)
◆子ども図書館第17回企画展｢小林さち子ペーパーファンタジー)(5月～12月）
◆子ども図書館第18回企画展｢いろいろな絵本の世界～布・しかけ・点字など～｣(2月～5月)
◆親子で楽しむ　琴の音色が奏でる「本の読み聞かせ」(6/12)
◆としょかんまつり(7/18)
◆お父さんのおはなし会(11/14)
◆クリスマス子どもの集い(12/5)

36 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

37 甲州市立大和図書館 ◆国民読書年　おすすめの本の紹介
◆かるがもおはなし会(毎月第2木曜日)
◆勝頼公に関する図書展(4/1～28)
◆七夕おはなし会(6/23)
◆夏休みおやこミニ上映会(8/6)
◆マジックポッケ春のおはなし会（3/13)

38 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)講演「甲府をつくった大名柳沢吉保」(講師：作家江宮隆之氏)
◆おはなしカーニバル(7/18)
◆夏休み親子手づくり絵本教室(7/29,8/4,18)
◆文学教養講座(第2回)講演「龍馬に先駆けた男　赤松小三郎」(講師：作家江宮隆之氏)(10/9)
◆ふるさと文学散歩　山梨県内文学ゆかりの地を散策(10/15)
◆児童文学講演会　講演「子どもと物語のいい関係」（講師：杉山亮氏）(11/21)
◆がくしゅうかんまつり(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,消しゴムはんこ教
室、朗読会「夢舎」）(11/1～/3)
◆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･3水曜日)
◆朗読会｢夢舎｣(7月･11月)
◆おはなしかい「モモ」(第4土曜日)

39 中央市立玉穂生涯学習館豊富分館 ◆おはなし会「モモ」毎月第4土曜日
40 中央市立田富図書館

◆押し花浪漫～押し花とステンドグラスのコラボレーション～(4/6～25)
◆響～第4回春のコンサート(4/11)◆押し花絵体験教室(4/25)
◆この感動を写真で残そう～中央市文化協会写真部作品展～(5/18～30)
◆文化協会絵画部作品展(6/1～13)◆村松明さん切絵展（6/15～7/10)
◆としょかんまつり あんど わいわいひろば(6/20)
◆みすず会朗読発表会(6/26)
◆田富みかさ幼稚園5歳児作品展(7/15～8/5)◆人形劇｢いろはとあそぼう｣(7/24)
◆夏休み映画会(8/5)◆外川英樹さんによるギャラリートーク(8/7)
◆英語の絵本に親しもう（3回講座)(8/5・15・22)
◆ギャラリー展示「太平洋美術会・三人展」(8/10～9/5)
◆豊富郷土資料収蔵品出前展示(9/15～10/10)
◆赤ちゃんとお母さんのための絵本講座(2回講座)(10/8・22)
◆講演会「えほん村から魔女がやってきた！」(10/10)
◆展示「れんげまつり写真展」(10/26～11/26)
◆絵本の読み聞かせ講座(2回講座)(11/20･27)
◆児童文学講演会(中央市立図書館共催事業)(11/21)
◆第2回フラワーサークル「中央｣華道展(11/26～28)
◆ちょっと きのはやい クリスマスのつどい(12/5)
◆田富文化祭書道展(12/9～19)◆「パルフェ」クリスマスコンサート(12/19)
◆木彫会展（1/4～30)◆新春長唄・箏曲演奏会(1/30)
◆田富みかさ幼稚園3歳･4歳･5歳児による共同画展(2/10～3/2)
◆自然、動物、写真家外川秀樹さんの自然写真展(3/3～10)
◆竹中むつ絵油彩展～「想い」を描くⅡ～（3/12～27）
◆田富中学校合唱部発表会｢ありがとう～感謝の気持ちを込めて｣(3/27)（東北地方太平洋沖地震に
よる計画停電のため中止）

41 市川三郷町立図書館
◆図書館まつり（6/27）
◆「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（8/3～8/5）
◆夏休み親子手作り教室～新聞紙でエコバックをつくろう（8/12）
◆歴史ウォーキング～四尾連地区の石造物をたずねて（10/11）
◆朗読サロン～根津ピアノの音色とともに～（10/23）
◆大人のためのおはなし会（11/14）
◆図書館クリスマス会（12/12）
◆冬のおはなし会（1/15）
◆はじめての手袋人形教室（1/22）
◆初めての読み聞かせ講座（1/30）
◆百人一首を楽しもう（2/6）
◆図書館講演会～絵本画家薮内正幸を語る～（3/6）
◆定例おはなし会（4/22,5/27,6/24,7/22,8/26,9/24,10/28,11/25,12/16,1/27,2/24）
◆作品展示
◆「軸装展」（4/1～5/28）　◆「川柳を楽しむ」（6/1～7/29）
◆「小野秀男油絵彩画展」（8/3～9/24）◆「ブリザーブドフラワー展」
（10/5～11/26）◆「する里の野鳥たち写真展」（12/1～1/28）
◆「いこいの家作品展」（2/2～3/30）

42 市川三郷町立図書館三珠分館 ◆夏のおはなし会（6/12）
◆羊毛フェルトでつくるカップケーキのマグネット（8/21）
◆「こどもにすすめたい本」展示　（6/2～6/13）

43 市川三郷町立図書館六郷分館 ◆図書館まつり（8/11）
◆バレンタインジャズコンサート（2/12）



44 身延町立図書館
◆ちいさなちいさなおはなし会（通年毎週火曜日）
◆月例おはなし会（4/24,6/26,7/24,8/28,9/25,10/23,11/29,12/18,1/15)
◆ブックフェスタ・キッズ２０１０（子ども図書館まつり）(5/30)
◆ブックフェスタ２０１１（図書館まつり）(3/12)
◆図書館ボランティア「千の風」朗読会(8/1)
◆図書館ボランティア「ひだまり」朗読会（8/28）
◆図書館ボランティア「ぶっくん座」おはなし会（10/23）
◆図書館座布団寄席（2/26）
◆おとなのための手づくり教室（8/21,1/23）
◆夏休みの工作教室（8/8）
◆保育園・学校での読み聞かせボランティア向き講座（2/19,2/26）
◆乳幼児と一緒に楽しく学ぶ読み聞かせ講座（3/8）
◆各種展示
子ども読書週間の特別展示、全国読書週間の特別展示、夏休み自由研究のための展示、戦争と平
和展（7/31～8/15）、クリスマスの本特別展示、ウサギに関する本の展示、わたしのおすすめこの一冊
展

45 单部町立单部図書館 ◆図書館フェスティバル（2/13）
46 单部町立富沢図書館 ◆図書館フェスティバル（2/13）
47 昭和町立図書館

◆図書館まつり（3/5･6）
◆開館20周年記念講演会（2/27）
◆大人のためのおはなし会（7/17,10/31,3/5）
◆夏休みの職場体験学習受入(7月後半から9月）
◆手作り絵本教室（9/8・22・29,10/6・13）
◆手作り絵本教室巡回展（7/2～4）
◆孫と絵本を楽しむための講座（6/29,7/6,13）
◆タイムリー講座（8/12,9/11,11/11,25,12/2）
◆調べ学習コンクール（7/20～8/22）
◆クリスマスおはなし会（12/16）
◆映画上映会（5/8,7/27,8/10,8/21,9/21,3/29）

48 忍野村立おしの図書館 ◆毎月第2火曜日　午前10時半～　おはなしゆりかご
◆毎月第2火曜日　午後4時～　おはなし探検隊

49 山中湖情報創造館 ◆デジタル夜話(4/8)
◆自分だけの本を作ろう＜製本教室＞(4/17,5/15,6/12,7/3,8/14)
◆Ustream講習会(4/22)
◆Live＠J(5/22,7/24,7/31)
◆ツイッター講習会(5/23)
◆新聞紙でエコバッグ(6/19)
◆DVD上映会(8/7,8/14,12/23)
◆図書館でゲームをする日(11/13)
◆子ども向け工作イベント(4/24,6/6,11/21)

50 富士河口湖町生涯学習館
◆本が好き
◆読み聞かせボランティア派遣①(魔女の宅急便)46回
◆読み聞かせボランティア派遣②(ブラウンベア)14回
◆折り紙教室(毎月第4土曜日)12回
◆ヤングアダルト読書会(6/20,8/10,10/10,11/13,12/12)
◆子育て支援事業
　託児サービスママピヨタイム（毎週木曜日）、わらべ歌でスキンシップ（7回）、親子で工作あそび（9
回）、子どもの本を読む会（４回）、事業児童用としょかんだよりの発行、としょかんパスポート

◆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)
◆科学読み物で实験(7/27)◆夏休み子ども料理教室＆本とあそぼうアニマシオン(7/28)
◆小論文講座（9/19,26)◆小さな朗読会(年4回)◆古本市の实施（10/16)
◆図書館入門講座（月1回）
◆おはなしのローソク　大石分館(10/26)
◆おはなしのローソク　上九一色分館(10/27)
◆おはなしのローソク　河口分館(10/28)
◆おはなしのローソク　生涯学習館(10/30)
◆生涯学習館読書推進講演会(11/6)
◆げんキッズクラブ（年7回）◆初心者向け古文書講座（10回）◆富士山講座(4回)
◆読書会(毎月第4土曜日）（12回）◆行事ボランティア＆図書館協議会委員合同視察研修(11/30)
◆文学散歩(3/5)◆絵本についての講演会（3/5)

51 富士河口湖町生涯学習館大石分館
52 富士河口湖町生涯学習館河口分館
53 富士河口湖町生涯学習館上九一色分館



山梨県立図書館
◆資料展示
「こどもにすすめたい本2010」（4/23～5/30)、「平成21年度新収蔵　山梨県関係出版物展」(6/4～
9/22)、「川と水」(1/7～2/24)
◆図書館職員サービス講座
基礎研修(6/30)、専門研修(7/30,9/15)、ボランティア研修(12/10)、総合研修(1/28)
◆子どもの読書活動指導者養成講座(9/21,10/8･17,11/10,12/10)
◆県民の日協賛事業(11/20)
◆県民の生活支援コーナー展示
「スキルアップ＆キャリアアップ～あなたの「仕事」を応援します～」(5/29～9/29)、「広告・宣伝・ＰＲ～
地域から発信する～」(10/1～1/27)、
「応援します！新生活」(1/29～5/29)
◆ポスターセッション「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～」(11/2～12/26)
◆資料交換展示
「図書館からスタジアムへ行こう！！スタジアムから図書館へ行こう！！」(10/1～11/14)
◆国民読書年関連事業
こどもの本のギャラリートーク(5/2･5)、山梨県関係出版物展ギャラリートーク(6/4･26,8/8)、上映会「本
と映像で知る山梨」(6/4･26･27)、外国語による読み聞かせ(7/31,8/8･22,10/17,11/20,2/27)、図書館
ミニコンサート(6/2,11/20)、手話による読み聞かせ(8/21)、本と親しむ図書館ツアー
(9/2,11/20,12/12)、特別展示「本を読もう、著名人からのメッセージ」(9/24～12/26)、特別展示「本探
偵ジッポのすべて－山梨県立図書館イメージキャラクター原画展－」(2/27～3/30)、国民読書年記念
ブックカバーの作成・配布

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）
◆クリスマスおはなし会
◆こどものひろば（社協主催）への参加　※絵本や紙芝居などの読み聞かせ
◆夏の映画会

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实施（適宜要望に応じて）
◆高齢者学級時における特別開放
◆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


