
項　　目 図書館
（室）名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

読 書 週 間 全館共通 敬老の日読書のすすめ
若い人に贈る

読書のすすめ

峰山
4/25 子ども読書の日
記念おはなし会

6/27（日）
 おはなしひろば夏ｽﾍﾟｼｬ
ﾙ

7/16～7/21
本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示

7/18(日)雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ

10/3（日）  親子工作
10月下旬～11月初旬
 大人のためのおはなしの
じかん

11/28（日）
 図書館冬のお楽しみ会

 本の福袋
3/  おはなしひろば
      春スペシャル

あみの
4/29子ども読書の日記念
ミニおはなし会

7/4（日）夏のおはなし会
7/30～8/4
本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示
7/31（土）雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ

8/20（金）
よるのとしょかんたんけん
（低学年）

9/3（金）
よるのとしょかんたんけん
（高学年）

11/7（日） 工作教室
11/14(日)おはなし会

 本の福袋 3/   折り紙教室

大宮

7/3～7/7
 本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示
　
7/17(土)雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ

8/29(日）～9/2(木）
ぬいぐるみのおとまり会

12/19 (日）
　冬のおたのしみ会

 本の福袋

弥栄 5/15　春のお楽しみ会

7/23～7/28
 本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示
　
7/25(日)雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ

12/18（土）
　冬のお楽しみ会

 本の福袋

丹後
3月～梅田俊作氏原画展
『にゅうがくしき』

5/5子ども読書の日記念
ミニおはなし会
5月～梅田俊作氏原画展

7/25(日)雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ
　
7月～梅田俊作氏原画展

8/6～8/11
 本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示

9/23 （祝） 工作教室
　
9月～梅田俊作氏原画展

10/　 丹後手芸倶楽部
12/12（日）
  冬のおはなし会

 本の福袋 2/6（日）立春おはなし会

久美浜
5/22(土)「おはなしと絵本
を楽しむ会」

7/9～7/14
本のしおりｺﾝﾃｽﾄ展示

7/31（土）雑誌ﾘｻｲｸﾙﾃﾞｰ

8/29(日) 夏のおはなし会
12/4(土)
 冬のおはなし会

 本の福袋

年 報 ・ 図 書 館 だ よ り
職 員 お す す め 本

全体 図書館だより 職員おすすめ本 年報 図書館だより

峰山
図書館冬のお楽しみ会反
省会

次年度にむけて

あみの 夏のおはなし会 第１回会議 冬のおはなし会 第２回会議

大宮 4/27　ボランティア会議

弥栄
春のお楽しみ会リハーサ
ル及び本番・反省会

冬のおたのしみ会リハー
サル及び本番・反省会 次年度に向けて

丹後 4/10 ボランティア会議  ボランティア会議 ボランティア会議 ボランティア会議
３歳～小学生対象の読み
聞かせ

１年間のまとめ・次年度に
向けて会議

久美浜 4/ボランティア会議
夏のおはなし会
リハーサル

夏のおはなし会
冬のおはなし会
リハーサル

冬のおはなし会 次年度にむけて

SDGsって何？ おうちで観光地めぐり くらしに役立つ本 夜空を見上げて ホラー小説 癒しの動物写真 体を鍛えてみませんか お仕事小説 ドラマ・映画になった小説 受賞作品あつめました 恋愛小説 丹後震災を知る

楽しくおべんとう作り もっと知りたいお金の話 食事から健康を維持 色々なスポーツの本 丹後の景色
干したり・漬けたり
保存食の本

感染症対策を見直す あんな図鑑こんな図鑑
おそうじでおうちをピカピカ
に

心機一転 手づくりを楽しむ お野菜をおいしく

はる・はる・はる およいでいるよ おうち時間を楽しもう お天気の絵本 おばけの絵本 すてきなよるには 日本各地が舞台の絵本
がんばっています！
はたらくひとびと

サンタさん、まってるよ！ 十二支のどうぶつたち ゆきとあそぼう もうすぐ、もうすぐ・・・

身近な自然となかよくしましょ おとうさん・おかあさん いろいろな国のお話
おじいちゃ～ん
おばあちゃ～ん

ここにいるよ、ふしぎちゃん ねむたい、ねむたいの絵本 和をかんじる こころがぽっかぽか
みんなだいすき！
おかし絵本

大人になったら何になる？

やさしい春に 草花にふれてみませんか 雨音を聴きながら
　　　　暑い夏、
ミステリーがおもしろい

平和を考える 備えあれば…
秋だ！
体を動かそう

静かな夜に長編小説 新しい年を気持ちよく！ おたのしみ？
賞をとった本
　読んでみませんか

始まりの予感

　クマだってともだちさ！
　　みんなクマの絵本

　こんなうちいいね！
　絵本のなかのいえ

　はらぺこだ！ 　うみ！うみ！うみ！ 　こわい本　すき？ 　絵本で時代劇 　アートにふれる
　　かぞえてみよう！
　（数字がキーワード）

来年
ライネン

は寅年
トラドシ

！

　　トラがいっぱい
　あみだくじ本 おじいちゃん・おとうさん 　春の音がきこえるよ

あさごはんとおべんとう 楽しむ植物 おうちでハンドメイド すずしくなるほん 夏をのりきる エッセイはいかが ミステリーの世界へ 旅するこころ 年末年始のすごしかた 冬をあたたかく おやつのじかん 心機一転

ともだちいっぱい でかけよう あめふり ぼうけんだ こわい・こわい のりものしゅうごう おつきさま・おほしさま つちのなかには クリスマス ぬくぬく おいしいものいっぱい はるになったら

野菜と暮らす 庭先の喜び かんたんお掃除 外遊び 暮らしの知恵 大切な人 体を守る 旅するこころ 楽しくお料理 心を整える おいしいお菓子 新しい春に

春がきたよ だいすき！ くだもの あめふり ちゃぽん たのしいやすみ なんだかひんやり おじいちゃんおばあちゃん むかしのおはなし つくろう あそぼう クリスマスがやってくる 新しい年に ゆきがふるよ みんなきらきら

丹後 春の訪れ おうちでつくろう 雨の日には 夏休みの計画 エコな生活 ありがとう たのしい読書 ふしぎがいっぱい かたづけ・おそうじ 健康を考える ミステリーはいかが？ もうすぐ春だよ

春はデトックス！

春だ！わくわく

※ スタンプカード事業開始

いろいろ・イロイロ
キーワードは多様性久美浜

青葉のころ
詩歌を楽しむ

子どもの読書週間(4/23～5/12)
子ども読書の日（4/23）

雑誌愛読月間（7/21～8/20）

動物とくらす

スポーツの本・妖怪の本

夏休み応援

整理整頓大掃除

令和３年度　図書館事業計画

読書週間（10/27～11/9）

あみの

峰山

行 事

ボ ラ ン テ ィ ア

なつやすみおうえんたい

テ ー マ 展 示 大宮

弥栄

今年の好奇心 つくるよろこび
世界を知る
自分が広がる

空を見上げて 地元の作家
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