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１０ 平成３０年度 主な事業・行事 

【市立図書館合同事業】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

１白山市図書館を

使った調べ学習

コンクール 

優秀作品展 7～8月 

 

 

10～11月 

第12回優秀作品の展示 

（松任7/14～22 美川7/25～29 

鶴来8/1～5 かわち8/8～12） 

第13回優秀作品の展示 

（松任10/27～11/4  

美川11/7～11 鶴来11/14～18 

かわち11/21～25） 

調べ学習チャレンジセミナ

ー 
7/14 10:30 

14:00 2回    

調べ学習の方法、作品紹介 

第13回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール作品

募集 

8/1～9/8 

 

調べ学習コンクールの作品募集 

 

第13回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール表彰

式 

10/27 会場 松任学習センター 

内容 表彰、優秀作品の紹介 

２子ども読書の日

行事 

「子ども読書の日」フェス

タ 

 

4/22～4/28 

 

市立図書館全館において、期間中

図書館クイズラリー、出前図書館

等を実施 

３読書週間行事 図書館クイズ 

 

10/20～11/9 

 

歴史的建物・町並、小説家、科学、

初級編の４部門（各館で出題担

当） 

４白山市立図書館

ビブリオバトル 

鶴来・白山ろく地域中学生

大会 

8/21 市内の各中学校の代表者が選ん

だ本について、プレゼンテーショ

ンを行い、チャンプ本を決定 松任・美川地域中学生大会 8/22 

５白山市の小学生

が選びました！

おすすめ本ラン

キング 

投票 7月～9月 市内の全小学校の小学生がおす

すめ本を投票し、上位10位を掲示 

掲示 11月～12月 

６蔵書整理 蔵書点検 1/28～2/7 ４館１分館、移動図書館の整理点

検 
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【松任図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

１展示 「西のぼるブッダを描く」 3/16～9/20 平成30年度からの展示。西のぼ

る氏の描いたブッダの原画を展

示 

さかなの本展 4/26～5/27 5月5日は端午の節句。鯉のぼり

が空を飾る季節に合わせて、魚

の種類が分かる本や魚が出てく

る本などを展示 

６月のカレンダーを本で

作ってみたらこうなった

展 

 

5/31～7/1 6月に制定されている記念日か

ら連想した本をカレンダー順に

30日分集めて展示 

祭りの本展 7/5～9/2 日本各地や世界各国の祭りの素

晴らしさや楽しさを感じて頂く

本を展示 

おじいちゃんおばあちゃ

んいつもありがとう展 

9/6～10/8 敬老の日、シルバーウィークに

ちなんで、おじいちゃんやおば

あちゃんが出てくる絵本や小

説、シニア向けの本を展示 

「西のぼる幕末・明治を描

く-志士の風雪-品川弥二

郎の生涯（幕末編）」 

10/5～12/19 明治150年記念に当たる本年、幕

末、明治という時代の移り変わ

りをテーマとして展示 

西のぼる氏が新聞小説の挿絵と

して描いた原画を中心に、作家

との手紙や色校正などを展示 

日本の神様の本展 10/12～11/18 神無月・神有月と言われるこの

頃、日本の神様に関する本を集

めて展示 

熱い本展 11/22～12/28 寒い冬をむかえ、寒さを吹き飛

ばす熱い本を集めて展示 

いのししと山の仲間たち

の本展 

1/5～2/11 2019年の干支がいのししである

ことにちなんでいのししと山に

住む生き物や木の実などを題材

にした本を集めて展示 

「西のぼる幕末・明治を描

く-志士の風雪-品川弥二

郎の生涯（明治編）」 

1/5～3/22 幕末編に続き、明治編として挿

絵原画の展示替え、新年を迎え

て新年らしい小色紙も展示 

お菓子の本展 2/15～3/17 毎月15日が「お菓子の日」とい

うことにちなんで、お菓子を題

材にした本を集めて展示 

職員おススメの本展 3/21～4/21 図書館職員がおすすめする本を

紹介文と共に展示 

２こども図書館 

展示 

「花」の本展 3/29～5/15 桜を始め、色とりどりの花が咲

き誇る季節にあわせ、花がモチ

ーフになったお話や絵本を展示 

ふしぎ？の本展 5/17～7/3 身近にある不思議な出来事の本

を集めて展示 

夏休みに読みたい本展 7/5～9/4 戦争や平和がテーマのものな

ど、夏休みに読んでおきたいお

話を紹介 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

 ○○の秋の本展 9/6～10/16 食欲、読書、運動、芸術の秋に

ちなんだ本を集めて展示 

雪の本展 10/18～12/4 雪にちなんだ本を集めて展示 

いのししと干支の本展 12/6～1/27 平成31年の干支いのししなど十

二支にちなんだ本を集めて展示 

暦の本展 2/8～3/26 今年5月に元号が変わることに

ちなんで、暦に関する本を集め

て展示 

「おはなし会で読まれた

本」展 

3/6～3/31 2018年1月～12月までにおはな

し会で読まれた本を展示 

３ブックスタート ブックスタート 2回/月 ４か月児への絵本の読み聞かせ 

４おはなし会 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例おはなし会 6回 8月 

7回 5,11,2月 

9回 10,1月 

10回 4,6,7,9,12, 

3月 

読み聞かせ、紙芝居、おはなし 

お花見、七夕、お月見、囲

炉裏端、お正月のおはなし

会 

4/14,7/14,10/21, 

12/13,1/12 

季節・行事にあわせたおはなし 

松任おはなしの会：共催 

手とおはなしの会 6/23,9/22,12/15, 

3/23 

聴覚障害児を対象に、聴覚障害

のある成人が手話による絵本の

読み聞かせ 

ハロウィンデー 

～ハロウィンを楽しもう

～ 

 

10/28 キャンディバッグ作り、英語の

絵本の読み聞かせ、ミニパレー

ドとゲーム（松任図書館、松任

児童館、国際交流サロン共催） 

５映画会 子ども映画会 4/22,11/3 子ども向け映画の上映 

６ボランティア 

事業 

ボランティアデー 第1火曜日 

第3土曜日 

開館前に配架作業実施 

ボランティア活動 随時 配架、おはなし会、ブックスタ

ートなど個別に活動 

７子ども読書の日 

フェスタ 

工作教室 4/28 子どもを対象としたけん玉こい

のぼり、かしわもちカスタネッ

ト作りを実施 

図書館クイズラリー 4/22,4/28 本を借りた児童にクイズを解き

ながらスタンプを押してもらう

クイズラリーを実施 

出前図書館 4/22 学習センター前で移動図書館

「のびのび号」の出前図書館を

実施 

ゆきママキッチン号が図

書館にやってくる 

4/22 市の食育キッチンカーによる

「いちごパンケーキ」の試食 

８子どもの読書 

週間事業 

 

おはなしてんこもり 5/12 ４グループによるおはなし、紙

芝居、手遊び、外国語の絵本の

読み聞かせなどをリレー方式で

開催 

９夏休み行事 

（児童対象） 

 

「夏休み！英語で遊ぼう」 7/25 

 

白山市ＡＬＴによる、ゲームや

英語の絵本の読み聞かせ 

手づくり絵本教室 7/29 貼り合わせの絵本作り 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

ジュニアボランティア図

書館たいけん隊 

8/1～8/3 図書館のしくみを学習し、図書

の配架等を体験 

10読書週間行事 

 

おはなしてんこもり秋 11/10 ４グループによるおはなし、紙

芝居、手遊び、外国語の絵本の

読み聞かせなどをリレー方式で

開催 

11講座 

  

エコ工作教室「ペットボト

ルでペンケースを作ろう」 

12/8 ペットボトルを使って自分だけ

のオリジナルペンケース作り 

12図書館報発行 図書館だより １回/月 本の紹介や行事予定を掲載 

「こども図書館のおしら

せ」 

１回/月 子ども対象の行事予定等を紹介 

13活動発表 白山市図書館ネットワー

クを活かした学校図書館

支援 

10/31 第20回図書館総合展で、学校図

書館支援センターを核とした学

校図書館と市立図書館の連携事

例及び支援センター業務の紹介 

 

【美川図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

１展示 

 

 

 

 

一般展示「新生活、応援しま

す」 

4/1～4/21 新生活を始める方に役立つ図書

の展示 

絵本展示「雑誌『ＭＯＥ』絵

本屋さん大賞受賞作品展」 

4/1～4/30 第11回「『ＭＯＥ』絵本屋さん大

賞」受賞作品の展示 

一般展示「旅ごころ」 5/2～5/31 旅行記や写真集など旅に出たく

なる図書の展示 

絵本展示「あかちゃんがやっ

てきた」 

5/2～5/31 赤ちゃんをテーマにした絵本の

展示 

一般展示「結婚」 6/1～6/30 結婚や夫婦を題材にした小説の

展示 

絵本展示「いろいろおやさ

い」 

6/1～6/30 野菜をテーマにした絵本の展示 

一般展示「アウトドアを楽し

もう」 

7/1～7/31 アウトドアに関する本の展示 

絵本展示「海のえほん」 7/1～7/31 7/16「海の日」にちなみ、海をテ

ーマにした絵本の展示 

夏休み企画展示「読書感想文

課題図書」 

7/21～8/29 子どもたちの夏休み感想文の課

題図書の展示 

夏休み企画展示「調べ学習・

読書感想文に役立つ図書」 

7/21～8/29 調べ学習や読書感想文の参考と

なる図書の展示 

一般展示「新書で知識を拡げ

よう」 

8/1～8/31 2017年4月～2018年3月に出版さ

れた新書の展示 

絵本展示「山のえほん」 8/1～8/31 8/11「山の日」にちなみ、山をテ

ーマにした絵本の展示 

一般展示「歳を重ねる」 9/1～9/30 高齢者の生き方の参考になる図

書の展示 

絵本展示「空をとべたら」 9/1～9/30 空、飛行機、ロケットをテーマに

した絵本の展示 

一般展示「ヤングコーナー紹

介」 

10/2～10/31 ヤングコーナーの紹介とおすす

め図書の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

絵本展示「まじょ・まほうつ

かい」 

10/2～10/31 魔女、魔法使いをテーマにした絵

本の展示 

 一般展示「お仕事小説」 11/1～11/30 職業、職場を題材にした小説の展

示 

絵本展示「読み聞かせたい！

日本の昔ばなし絵本」 

11/1～11/30 読み継がれてきた定番の昔話絵

本の展示 

特別展示「美川ライオンズク

ラブ寄贈図書展」 

11/6～11/30 美川ライオンズクラブから寄贈

された児童書の展示 

一般展示「年末年始に備え

て」 

12/1～12/28 年賀状、大掃除、おせちなどの図

書の展示 

絵本展示「クリスマス」 12/1～12/28 クリスマスをテーマにした絵本

の展示 

絵本展示「おしょうがつのえ

ほん」 

12/15～1/14 年末年始をテーマにした絵本の

展示 

一般展示「いしかわ再発見」 1/5～2/28 2018年に発行された石川県に関

する図書及び石川県出身者によ

る図書の展示 

絵本展示「おにのえほん」 1/5～1/27 2/3「節分の日」にちなみ、鬼を

テーマにした絵本の展示 

絵本展示「雑誌『ＭＯＥ』絵

本屋さん大賞受賞作品展」 

3/1～4/30 「『ＭＯＥ』絵本屋さん大賞」受

賞作品の展示 

一般展示「大人に読んでほし

い絵本」 

3/1～4/19 大人にも読んでほしい絵本に職

員の手書きポップを付けて展示 

絵本展示「入園・入学おめで

とう」 

3/1～4/30 入園、入学をテーマにした絵本の

展示 

特別展示「発達障害ってなん

だろう ０『知らない』から

１『知ってる』へ」 

3/26～4/8 4/2～8「発達障害啓発週間」にち

なみ、発達障害に関する図書の展

示 

２ミニ展示 「新聞」 4/1～4/30 4/6「新聞をヨム日」にちなみ、

新聞に関する図書の展示 

「ミュージアム」 5/2～5/31 5/18「国際博物館の日」にちなみ、

博物館・美術館に関する図書の展

示 

「は（歯）の本」 6/1～6/30 6/4「むし歯予防の日」にちなみ、

歯に関する図書の展示 

「わたしのおすすめの本」 7/1～8/31 職場体験の中学生が選んだおす

すめ図書の展示 

「くるまの本」 9/1～9/30 車に関する図書の展示 

「恋の本」 10/2～10/31 10/30「恋の日」にちなみ、恋愛

に関する図書の展示 

「１１のほん」 11/1～11/30 書名に「11」がつく図書、「11」

に関する図書の展示 

「忠臣蔵」 12/1～12/28 「忠臣蔵」に関する図書の展示 

「いちご」 1/5～1/27 1/15「苺の日」にちなみ、苺に関

する図書の展示 

「落語」 2/8～2/28 落語に関する図書の展示 

「桜の本」 3/1～4/30 桜に関する図書の展示 

３おはなし会 定例おはなし会 2回/月 読み聞かせ、紙芝居など 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 夏のおはなし会 8/4 素ばなし、手遊び、大型絵本の読

み聞かせなど 

 秋のおはなし会「宮沢賢治の

世界」 

10/13 宮沢賢治の故郷・岩手の紹介と宮

沢賢治作品の朗読 

４講座 古典文学講座 10回/年 講師による源氏物語の原文読

誦・解説の連続講座 

５小学生体験教室 夏休みエコ工作教室 8/23 リサイクル材料などを使って工

作をする 

春休みかがくあそび教室 3/26 簡単な実験や工作による「科学」

の体験及び科学に関する児童書

の紹介 

６文学散歩 「富山・文学の巨匠をめぐる

旅」 

9/27 文学に関する施設、史跡の見学・

研修 

７「子ども読書の

日」フェスタ行

事 

雑誌リサイクル市 4/22～4/30 保存期限切れの雑誌を希望者に

無償で譲渡 

図書館スタンプラリー 4/22～4/30 本を借りた児童にクイズを解き

ながらスタンプを押してもらう

スタンプラリーを実施 

８本の福袋 新春特別企画「本の福袋」 1/5～1/11 

 

テーマに沿って選定した図書を

中が見えない福袋形式で展示・貸

出 

９新聞スクラップ  

 展 

「美川回顧展」 3/1～3/24 美川地区関連の新聞記事スクラ

ップの展示（昭和28年～平成30

年） 

10美川図書館・美

川公民館合同事

業 

クリスマスおはなし会「のま

りんの紙芝居劇場」 

12/23 紙芝居、手遊び、歌などの上演 

語りとチェロのひととき 3/24 大人を対象にした語りとプロの

チェロ奏者による演奏 

11図書館報発行 図書館だより 

「図書館ニュース」 

6回/年  

 

【鶴来図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

１展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般蔵書展示「はじまりの

春」 

3/15～4/17 春の風物、新生活準備に関する本

や各分野の入門書の展示 

絵本展示「ちいさいもの」 4/22～5/29 身のまわりのちいさいものから

空想のちいさいものまでが載っ

た絵本の展示 

タイアップ事業「昔の鶴来の

写真展『獅子吼高原』」 

5/26～6/24 市立博物館協力 昭和３０年代

の獅子吼高原の写真を展示 

一般蔵書展示「お仕事小説読

んで体験してみませんか？」 

6/1～7/18 仕事を通して人々の生活や成長

を描いた小説を展示 

絵本展示「ぴっちぴっちちゃ

ぷちゃぷ雨のほん」 

6/1～7/18 雨や梅雨に関係する絵本や児童

書を展示 

特別展示「鶴来中学校2年生の

実習生徒さんのおすすめ本で

す！！」 

7/11～7/31 職場体験生徒２名のおすすめ本

の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 

 
特別展示「北辰中学校2年生の

実習生徒さんのおすすめ本で

す！！」 

7/11～7/31 職場体験生徒３名のおすすめ本

の展示 

タイアップ事業「夏休み昆虫

館」 

7/16～9/2 開館２０周年を迎える石川県ふ

れあい昆虫館協力 昆虫標本や

イベント内容などを展示 

夏休み企画展示「平和への願

い」 

7/21～8/29 「平和」に関する一般書・児童

書・絵本などの展示 

夏休み企画展示「読書感想文課

題図書」 

7/21～8/29 子どもたちの夏休み感想文の課

題図書を展示 

夏休み企画展示「小・中学生学

年別おすすめの本」 

7/21～8/29 小学生及び中学生の学年別にお

すすめの本を展示 

一般蔵書展示「健康長寿～百

歳への道しるべ～」 

9/1～10/10 健康や長寿に関する本を展示 

絵本展示「ジィジとバァバ」 9/1～10/30 おじいさん、おばあさんが活躍す

る絵本を展示 

一般蔵書展示「あんそろじぃ

～作家いろいろ・テーマもい

ろいろ～」 

10/12～11/27 複数作家による作品集を展示 

特別展示「鶴来高等学校１年

生の就業体験実習生おすす

め本」 

10/17～10/30 就業体験実習生２名のおすすめ

本の展示 

絵本展示「さむい冬 あった

かい絵本」 

11/1～12/28 心があたたまる絵本を展示 

一般蔵書展示「行く年 来る

年」 

12/1～1/22 

 

年末年始 お正月にちなんだ本

を展示 

特別展示「クリスマスえほ

ん」 

12/4～12/24 クリスマスに関する絵本を展示 

タイアップ事業「十二支の絵

馬展」 

12/14～1/27 市立博物館協力 十二支の干支

の由来と絵馬を展示 

絵本展示「あま～いほん」 1/5～2/26 お菓子などに関する絵本を展示 

新春企画「本の福袋」 1/5～ テーマに沿った2冊１セットを福

袋として貸出展示 

(本館30セット、分館15セット) 

ボード・ケース展示「紙芝居 

『延命丹（日向町の民話）』

および『つるぎ郷土かるた』

展示」 

2/15～3/17 ふるさと民話の会作成の紙芝居

および「延命丹」が載ったかるた

の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

一般蔵書展示「どっぷり浸る

恋愛小説」 

2/8～3/12 恋愛小説を展示 

 

絵本展示「ほいくえん・よう

ちえん・しょうがっこう」 

3/1～4/16 ほいくえん・ようちえん・しょう

がっこうに関する絵本を展示 

一般蔵書展示「春はあけぼの」 3/14～4/16 春 始まりに関する本を展示 

「世界自閉症啓発デー」及び

「発達障害啓発週間」特別展

示「発達障害関係図書の紹介

コーナー」 

 

3/26～4/9 4/2の世界自閉症啓発デーおよび

4/2～7の発達障害啓発週間にあ

わせた発達障害に関係する蔵書

の展示（白山市発達相談センター

からの依頼展示） 

２講演会・講座 手作り絵本講座 7/26 しかけ絵本を作ろう 

講師：金沢てづくり絵本の会 

図書館講座「本の修理」 9/27 本の修理ボランティアなどの方

を対象にした技術取得のための

講座 

図書館講座 

「としょかんでたっち＆たっち！」 

11/2 絵本の読み聞かせ、ペープサー

ト・工作などの講座  

図書館講座 

「おはなし会の小物を作ろ

う」 

11/13 軍手で人形をつくろう（めんど

り、たまご、ひよこ） 

図書館講座講演会 

「宮沢賢治を語る～朗読と

講演」 

12/1 宮沢賢治の生涯や作品について

の講演、朗読 

３ブックスタート ブックスタート 1回/月 ４か月児への絵本の読み聞かせ 

４おはなし会 定例おはなし会 5回/月 読み聞かせ、紙芝居など 

季節のおはなし会 

 ・夏のおはなし会 

・クリスマスおはなし会 

 

7/21 

12/15 

読み聞かせ、紙芝居 

影絵劇、手品、人形劇 

絵本、わらべうた、手あそび 

保育所幼稚園おはなし会 6/29,7/18, 

10/10 

鶴来地域の保育所及び幼稚園の

園児への読み聞かせ 

児童館おはなし会 6/27,11/20, 

11/21 

鶴来地域の児童館利用者への読

み聞かせ 

小学校おはなし会 12/5,12/14, 

2/28 

朝日小学校児童への読み聞かせ 

５かがくで 

あそぼう！ 

テーマ「変身」 

 

7/27 

 

折り紙手裏剣を作って風車に変

身させよう 

テーマ「不思議なコマを作ろ

う」（本町分館） 

3/9 マクスウェル・リングゴマ・吹き

ごまを作って回してみよう 

６読書機会推進 

事業 

ハ－ト便 通年 幼稚園、保育所（園）等への出前

おはなし会 

７他施設との共催 

 

「こびとを探せ」（本町分館） 10/28 鶴来公民館文化祭に併せてこびと

探しを実施 

鶴来公民館主催 

「マショマロフォンダント」

（本町分館） 

12/22 鶴来公民館主催行事において司

書による本の紹介、読み聞かせを

実施 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

８リサイクル市 雑誌リサイクル市  10/21（本館） 

10/28（分館） 

古雑誌等の無料配布 

９図書館報発行  図書館通信「ヤッホ－」 6回/年 県立図書館、鶴来地区(公民館、 

小学校等)へ配布 

10子ども読書の日

フェスタ 

クイズラリー、こびと探し 4/22～4/28 クイズを解いて、こびとを探す 

おはなし会 4/22 図書館司書による読み聞かせ 

11夏休み子ども向

け行事 

夏休み企画「こびとを探

せ！」 

7/21～8/29 館内に配置された、なばたとした

か氏の絵本に出てくるこびと20

種を探すゲーム 

 

【かわち図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

１展示 蔵書展示「春を迎える」 3/2～4/8 春の訪れを感じる本や年度末・

新年度を迎える為の本の展示 

蔵書展示「新生活応援～新

しいことにチャレンジ！

～」 

4/11～4/30 

 

新生活を始めるために役立つ本

やヒントになる本を展示 

こどもの読書週間記念 児童

展示「としょかんへいこ

う！」 

4/21～5/20 図書館が舞台・テーマとなって

いる絵本や児童よみものの展示 

蔵書展示「気分爽快～リフレ

ッシュしよう」 

5/2～5/31 旅や大掃除、登山など心身のリフ

レッシュの一助となる本の展示 

蔵書展示「からだを想う～

カラダに良いこと、良いも

のを」 

6/2～7/1 食育月間にちなんで、体に良い

食材や料理、運動などの本の展

示 

蔵書展示「知識を広げる～

図解・イラスト・写真でわ

かりやすい本に親しむ～」 

7/4～7/31 図やイラスト・写真を駆使して

内容を理解しやすくした本の展

示 

児童書展示/夏休みお助け

特集「夏休み感想文・課題

図書／調べ学習」 

7/21～8/29 夏休み期間中の子どもたちに対

して、感想文や調べ学習の参考

になる本の展示 

蔵書展示「夏だ！外へでか

けよう、外であそぼう！」 

8/2～9/2 夏休みに合わせ、アウトドア、

キャンプ等に関する本の展示 

蔵書展示「いつまでも元気

がいちばん！」 

9/5～9/30 敬老の日にちなみ健康を保つコ

ツや老人が主人公の本の展示 

蔵書展示「歴代ベストセラー

／話題になった本」 

10/3～10/31 以前に巷で話題の中心となって

いた本の展示 

特別展示「映画化・ドラマ化

された本」 

10/25～11/25 今までに映画化・ドラマ化された

本の展示 

蔵書展示「本でレストラン・

カフェを楽しむ」 

11/2～12/2 レストランやカフェが出てくる

本の展示 

蔵書展示「贈る～ことば・手

紙」 

12/4～12/28 想いを相手に“贈る”手紙や言葉

に関する本の展示 

児童展示「季節を楽しむ」 12/1～12/28 雪や冬眠、そりあそびなど冬に関

する絵本の展示 

蔵書展示「あの手・この手～

手にまつわる～」 

1/5～2/28 手話や折り紙、ゆび編みや手品な

ど手に関する本の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 特別展示「猫といっしょ」 2/8～3/17 2 月 22 日の「猫の日」にちなん

だ猫に関する本の展示 

蔵書展示「新生活をお手伝

い」 

3/2～4/14 新たに何かを始めるために役立

つ本や、ヒントになる本を展示 

２おはなし会 季節のおはなし会 3回/年 絵本の読み聞かせや紙芝居・パネ

ルシアターなど 

３講座・教室 リサイクル工作教室 7/27 ペットボトルのふたや新聞紙等

を使い、おもちゃ2種を作る教室 

にんぎょうげきやさん 8/7 音楽に合わせた人形劇の実演と

小さな人形劇場作り 

絵本を読んでクッキング 8/23 白山麓おはなしの会による料理

に関する絵本の読み聞かせと、ク

ッキング教室 

水引細工教室 10/20 水引でストラップやアクセサリ

ーなどを作る教室 

４リサイクル市 雑誌リサイクル市 4/22～4/28, 

9/23,9/24 

古雑誌等の無料配布 

５夏休み子ども向

け行事 

夏休み企画「こびとを探

せ！」 

7/21～8/29 館内に配置された、なばたとした

か氏の絵本に出てくるこびと20

種を探すゲーム 

６図書館報発行 図書館だより 

「らぶらいぶらーり」 

6回/年  

 

【子ども読書活動ネットワーク白山】 

事 業 区 分 名   称 期  日 内      容 

１子どもゆめ基

金助成事業 

おはなし会で活かす講習

会 

 

7/25 

 

「むかしの松任のはなし」 

講師：かつお きんやさん 

（児童文学者） 

※ただし、講師体調不良により

中止 

9/14 「絵本を楽しむ～書き手から

読み手から～」 

講師：山田 ゆみ子さん 

（絵本作家） 

11/9 「おはなし会でも楽しんでみ

てね わらべうた講習会」 

講師：山下 のぞみさん 

(北陸学院大学 非常勤講師) 

かみしばいがやってくる 

 

7/27,7/31, 

8/2,8/17 

 

４会場（松任児童館、双葉保育

所、千代野保育所、蝶屋こども

園） 

講師：野間 成之さん 

（のまひょうしぎの会） 
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事 業 区 分 名   称 期  日 内      容 

おでかけおはなし会 

 

8/1,8/9,8/10, 

8/24 

 

４会場（吉野谷児童館、白峰保

育園、かわちこども園、白嶺小

学校） 

講師：おはなしボランティアグ

ループ 

子どもと本を結ぶ講習会 8/7 「発信する学校図書館ディス

プレイ」 

講師：遊佐 幸枝さん 

（東京純心女子中学校・ 

高等学校 司書教諭） 

手とおはなしの会ワーク

ショップ 

12/15 講師：早瀬 憲太郎さん 

（学習塾「早瀬道場」塾長） 

 

１１ 平成３０年度 ボランティア活動 

【松任図書館】 

ボランティアの名称等 内       容 

おはなしボランティア 定例おはなし会、季節のおはなし会等の開催 

手とおはなしボランティア 手とおはなしの会の開催 

配架ボランティア 図書の配架整理 

ブックスタートボランティア ブックスタートでの読み聞かせ 

※登録者 ５４人  延べ活動人数 ７６２人 

【美川図書館】 

ボランティアの名称等 内       容 

おはなしボランティア おはなし会の開催 

本の修理ボランティア 傷んだ本の修理 

その他のボランティア 新着図書装備、行事のサポート 

※登録者 ２４人  延べ活動人数 ３０８人 

【鶴来図書館】 

ボランティアの名称等 内       容 

おはなしボランティア おはなし会への協力 

ブックスタートボランティア ブックスタートでの読み聞かせ 

本の修理ボランティア 傷んだ本の修理 

書架整理ボランティア 書架整理 

※登録者 ２６人  延べ活動人数 ３６７人 

【かわち図書館】 

ボランティアの名称等 内       容 

おはなしボランティア 絵本等の読み聞かせ（白山麓おはなしの会） 

※登録者 １０人  延べ活動人数 ９人 
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１２ 平成３０年度 研修生・実習生一覧 

期   間 学 校 名 等 学 年 目  的 受 入 場 所 人 数 

5/29～ 5/31 白山市立北星中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

7/ 3～ 7/ 5 白山市立光野中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

7/ 3～ 7/ 5 白山市立美川中学校 ２年 職場体験 美川図書館 ２人 

7/ 3～ 7/ 5 白山市立鶴来中学校 ２年 職場体験 鶴来図書館 ２人 

7/10～ 7/12 白山市立北辰中学校 ２年 職場体験 鶴来図書館 ３人 

9/11～ 9/15 昭和音楽大学短期大学部 １年 図書館実習 松任図書館 １人 

9/20～ 9/21 金城大学短期大学部 １年 インターンシップ 松任図書館 ２人 

10/ 2～10/ 4 白山市立松任中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

10/10～10/12 白山市立笠間中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

10/16～10/18 石川県立鶴来高等学校 １年 就業体験実習 鶴来図書館 ２人 

11/14～11/16 石川県立松任高等学校 １年 就業体験実習 松任図書館 ２人 

合   計 １１校    ２２人 

 

１３ 平成３０年度 視察者・見学者一覧 

期  日 団  体  名 人  数 場  所 

5/10 神奈川県厚木市議会 ８人 松任図書館 

5/25 北陽小学校３年生 ５６人 松任図書館 

8/28 千葉県船橋市立海神中学校教諭 １人 松任図書館 

10/ 5 蕪城小学校２年生 １４８人 松任図書館 

10/16 ベトナム人実習生 １２人 松任図書館 

10/23 広陽小学校２年生 ９６人 鶴来図書館 

10/26 旭丘小学校２年生 ４３人 松任図書館 

11/ 8 美川小学校２年生 ３８人 美川図書館 

11/ 9 松任小学校２年生 ３７人 松任図書館 

11/14 蝶屋小学校２年生 ４０人 美川図書館 

11/29 湊小学校２年生 ２４人 美川図書館 

12/ 4 朝日小学校２年生 ５０人 鶴来図書館 

12/12 鳥越小学校２年生 １８人 松任図書館 

12/18 河内小学校２年生 ８人 かわち図書館 

3/ 8 美川こども園 ２６人 美川図書館 

3/13 東北学院大学准教授 １人 松任図書館 

3/13 東北学院大学准教授 １人 美川図書館 

3/26 岐阜県安八町図書館 ３人 松任図書館 

合   計 １８件 ６１０人  
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１４ 読書会 

会   名 代表者名 活 動 日 活動場所 

おかりや読書会 増井 榮子 毎月第４金曜日 松任公民館 

呉竹読書会 森田 隆子 毎月第４火曜日 湊公民館 

ひまわり読書会 大野 悦子 不定期 湊公民館 

 

１５ 地域文庫 

文 庫 名 代表者名 開 庫 日 活動場所 

まっとうこぐま文庫 下崎 睦子 毎週木曜日 専福寺町 

アリス文庫 松田 茂子 月１回 千代野東五丁目 

ありんこ文庫 池田 陽子 毎日 
千代野ありんこ学童 

クラブ 

そら豆文庫 

（ありんこ文庫分室） 
池田 陽子 月１回 千代野西一丁目 

クロスケ文庫 土屋 直子 週１回 木津町 

マミー文庫 長瀬まゆみ 不定期 森島町 

泰山木文庫 北川 彬人 
毎日（ただし、臨時 

閉庫日あり） 
安養寺町 

かたくり文庫 新羅真由美 不定期 河内町江津 
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１６ 沿革 

【松任図書館】 

明治42年(1909)  2月 

 

 

昭和25年(1950)  7月 

昭和30年(1955)  6月17日 

 

昭和35年(1960)  3月 

 

昭和41年(1966) 11月 3日 

昭和45年(1970) 10月10日 

昭和52年(1977)  7月 1日 

平成12年(2000) 11月 3日 

平成14年(2002) 10月10日 

 

平成16年(2004)  3月 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成18年(2006)  4月23日 

 

         7月19日 

平成19年(2007)  3月 

平成20年(2008)  2月 1日 

         4月 6日 

平成21年(2009) 11月 1日 

平成22年(2010)  4月 1日 

平成24年(2012)  3月 

平成26年(2014)  5月 8日 

平成29年(2017)  3月 

  4月 1日 

平成30年(2018)  10月30日 

 

 

 

 

皇太子嘉仁親王殿下（後の大正天皇）の当地行啓を記念し、石川郡立公

会堂に隣接して石川郡立図書館起工、７月竣工（古城町38番地外２筆、

工費7,800円） 

石川郡町村会図書館内に石川県立図書館松任分館設置 

松任町立図書館設置条例、松任町図書館協議会に関する条例を制定 

本館を松任公民館内（殿町ヌ12番地）の旧松任図書館とする。 

石川県立中央図書館松任分館図書及び石川郡町村会図書館の蔵書が 

松任町図書館へ委譲される。 

松任町総合福祉センター（古城町1番地）の２階（53㎡）へ移転 

市制施行に伴い、松任市立図書館と改称 

松任市民文化会館（古城町2番地）5階へ移転、松任市中央図書館と改称 

図書館情報システム稼働 

旧市役所庁舎跡に建設された松任市学習センター（古城町1番地）内へ

移転、松任市立図書館と改称 

「松任市子ども読書活動推進計画」を策定 

１市２町５村合併に伴い白山市立松任図書館と改称 

「平成18年度子どもの読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣 

表彰受賞 

移動図書館「のびのび号」運行開始（市内16ステーション） 

「白山市子ども読書活動推進計画」（第１次）を策定 

図書館情報システムを統合稼動（４館１分館及び移動図書館を統合） 

図書館間配送業務を開始（４館１分館及び移動図書館を配送） 

出前図書館事業を開始（４回実施） 

学校図書館支援センターの所管が学校教育課から図書館に移る 

「第２次白山市子ども読書活動推進計画」を策定 

入館者500万人達成 

「第３次白山市子ども読書活動推進計画」を策定 

開館時間を午前10時から午前9時30分に変更 

「松任図書館・学校図書館支援センター」県内初のライブラリアンシッ

プ賞受賞 

 

【美川図書館】 

明治34年(1901)  4月 1日 

明治39年(1906)  9月 

昭和22年(1947)  5月 

昭和23年(1948) 12月 

昭和25年(1950)  7月 

昭和26年(1951) 11月 

 

美川読書館が田中伊平宅に設立 

文部大臣より公立図書館としての認可を得て、美川町立図書館と改称 

町立美川図書館規則を施行 

旧美川町役場（永代町）２階公会堂へ移転 

美川町立図書館設置条例、美川町立図書館協議会に関する条例を施行 

旧自治体警察署の建物に移転 
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昭和29年(1954) 11月 1日 

 

昭和52年(1977)  5月 

昭和53年(1978) 11月 

平成11年(1999)  7月 1日 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成20年(2008)  1月22日 

平成26年(2014) 11月 1日 

 

 

1町2村合併に伴い美川町中央図書館と改称し、図書館設置条例、図書 

館協議会に関する条例を制定 

美川町立図書館管理規則を制定 

旧役場跡に図書館を移転新築 

コンピュータシステム稼動 

１市２町５村合併に伴い白山市立美川図書館と改称 

図書館情報システム稼動 

美川図書館を美川支所跡地に移設開館 

【鶴来図書館】 

昭和29年(1954) 11月 1日 

昭和38年(1963) 12月 

昭和39年(1964)  7月 

昭和49年(1974) 11月 1日 

 

平成12年(2000)  7月15日 

 

平成17年(2005)  2月 1日 

 

平成20年(2008)  1月22日 

平成26年(2014) 10月26日 

平成30年(2018)  4月 1日 

 

 

 

鶴来町立図書館開館(旧鶴来公民館１階に併設） 

鶴来町立図書館移設開館(３８豪雪により旧役場公会堂に移設） 

鶴来町立図書館移設開館（鶴来公民館新築開館に伴い公民館2階に移設） 

鶴来町立図書館移設開館（中央公民館(社会教育ｾﾝﾀｰ)新築に伴い１階に

併設） 

鶴来町立図書館移設開館(総合文化会館新築に伴い１階に併設､｢本館｣ 

とし、旧図書館を｢本町三丁目図書室｣とする。) 

１市２町５村の市町村合併に伴い、白山市立鶴来図書館及び白山市立 

鶴来図書館本町分館と改称 

図書館情報システム稼動 

鶴来図書館本町分館を鶴来支所内鶴来公民館に移設 

開館時間を午前10時から午前9時30分に変更 

【かわち図書館】 

大正 7年(1918) 

昭和52年(1977) 12月 

平成16年(2004) 10月 

平成17年(2005)  2月 1日  

平成20年(2008)  1月22日 

 

 

 

河内村図書館設立 

河内村住民総合センターの２階に図書室を開設 

河内村立かわち図書館 福岡地内に竣工 

１市２町５村合併に伴い白山市立かわち図書館と改称 

図書館情報システム稼動 

【吉野谷図書館】 

昭和46年(1971)  4月 1日 

 

平成 3年(1991)  3月19日 

平成11年(1999)  3月 5日 

 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成25年(2013)  4月 1日 

 

 

 

吉野谷村吉野地内に吉野谷村図書館設置 

吉野谷村図書館設置条例制定 

吉野谷公民館内（佐良ニ１３６）に吉野谷村図書室設置 

吉野谷公民館内（佐良ニ１３６）に吉野谷村図書室を図書館に変更 

吉野谷村公民館内（吉野ケ６）の図書館を吉野谷公民館に移転 

１市２町５村合併に伴い白山市立吉野谷図書館と改称 

市立図書館より吉野谷公民館図書室に変更 
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【鳥越図書館】 

昭和33年(1958)  4月 

昭和46年(1971)  7月 

平成15年(2003)  8月 1日 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成25年(2013)  4月 1日 

 

 

 

鳥越村役場に鳥越村公民館図書室設置 

鳥越村山村開発センターの２階へ移転（25㎡） 

鳥越図書館に名称変更 

１市２町５村合併に伴い白山市立鳥越図書館と改称 

市立図書館より鳥越公民館図書室に変更 

【尾口図書館】 

昭和26年(1951)  4月 

昭和46年(1971)  4月 1日 

 

昭和62年(1987)  4月 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成18年(2006)  4月 1日 

平成25年(2013)  4月 1日 

 

 

 

尾口村立図書館設置 

尾口村立図書館設置条例の制定 

尾口村役場（尾口村女原ト４６）に図書館を設置 

尾口村教育委員会（尾口村瀬戸申６２）に移転 

１市２町５村合併に伴い白山市立尾口図書館と改称 

尾口支所２階に移転 

市立図書館より尾口公民館図書室に変更 

 

【白峰図書館】 

昭和25年(1950)  4月 

昭和43年(1968)  7月 

昭和46年(1971)  4月 1日 

平成14年(2002)  4月 1日 

平成17年(2005)  2月 1日 

平成17年(2005)  4月 1日 

平成25年(2013)  4月 1日 

 

白峰村図書館を設置 

白峰公民館新設に伴い公民館内に移転 

図書館設置条例を制定 

白峰公民館取り壊しのため森林館に移転 

１市２町５村合併に伴い白山市立白峰図書館と改称 

白峰福祉複合施設カルテット内に移転（白山市白峰ハ157番1地） 

市立図書館より白峰公民館図書室に変更 

 

 

 

 


