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１０ 令和元年度 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13回優秀作品の展示 

（松任7/20～28 美川7/31～8/4 

鶴来8/7～11 かわち8/14～18） 

第14回優秀作品の展示 

（松任10/26～11/3  

美川11/6～10 鶴来11/13～17 

かわち11/20～24） 

調べ学習チャレンジセミナ

ー 
7/20 10:30 

14:00 2回    

調べ学習の方法、作品紹介 

第14回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール作品

募集 

8/1～9/13 

 

調べ学習コンクールの作品募集 

 

第14回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール表彰

式 

10/26 会場 松任学習センタープララ 

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 

4/20～4/28 

 

市立図書館全館において、期間中

図書館ビンゴで缶バッジ等をプ

レゼント、おはなし会、子ども映

画会、工作教室、雑誌リサイクル

市等を実施 

３特別展示 

  

「平成を振り返る」 4/24～5/23 平成時代30年間に出版された芥

川・直木賞などの文学賞受賞作を

収めた本や、皇室に関する本を展

示 

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 

8/22 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 8/23 

５蔵書整理 蔵書点検 1/27～2/6 ４館１分館、移動図書館の整理点

検 

 

 

ビブリオバトル 鶴来・白山ろく地域中学生大会 
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【松任図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

１展示 「 LOVE LOVE LOVE 」展 4/25～6/2 5月23日が「ラブレターの日」と

いうことにちなんで、恋、愛、

LOVEなどの本を集めて展示 

もういくつ寝ると七夕展 6/6～7/7 七夕までのカウントダウンを意

識して、暦や記念日、七夕に関

する本を集めて展示 

こわい話、ぞっとする話展 7/11～9/1 夏の風物詩となっている怪談を

中心に、こわい、ぞっとする話

や絵の本を集めて展示 

常設展示「挿絵と小説-作

家が語る西のぼる-」 

 

8/24～ 

 

西のぼる氏が長い業績により培

ってきた多くの作家との交流の

証を「挿絵と小説-作家が語る西

のぼる-」として展示 

動物の本展 

 

9/5～10/6 

 

 

動物愛護週間や10月4日世界動

物の日にちなんで、動物に関す

る本を集めて展示 

日本・世界あっちこっちめ

ぐり本展 

10/10～11/17 

 

 

秋の観光シーズンにちなんで、

日本や世界各地の名所などの本

を集めて展示 

冬を楽しむ本展 11/21～12/28 

 

 

寒い冬をむかえるにあたり、寒

さを忘れて、冬を楽しむ本を集

めて展示 

ねずみの本展 

 

1/5～2/9 

 

2020年の干支のねずみにちなん

で、ねずみに関する本を集めて

展示 

ねこの本展 2/13～3/15 

 

 

2月22日が「ねこの日」というこ

とにちなんで、ねこの本を集め

て展示 

職員おススメの本展 3/19～4/19 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 

人体の本展 3/28～5/14 体のしくみやナゾなど、体に関

わる本を集めて展示 

ノンフィクションの本展 5/16～7/2 本当にあったおはなしの本を集

めて展示 

夏休みに読みたい本展 7/4～9/3 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本

を集めて展示 

空想の生き物の本展 9/5～10/14 空想の中にいる生き物の本を集

めて展示 

お城の本展 10/17～12/5 お城に関する本を集めて展示 

ねずみ（干支）の本展 12/10～1/26 令和2年の干支がねずみである

ことにちなんで、ねずみがでて

くる本を集めて展示 

オリンピック（スポーツ）

の本展 

2/7～3/31 今年開催される東京オリンピッ

クにちなんで、スポーツに関わ

る本を集めて展示 

「おはなし会で読まれた

本」展 

3/11～3/29 2019年1月～12月までにおはな

し会で読まれた本を展示 



―  ― 13 

事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

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 5,11,1月 

7回 2月 

8回 8,9,12月 

9回 4,6,7,10,3月 

読み聞かせ、紙芝居、おはなし 

お花見、七夕、お月見、お

正月のおはなし会 

4/13,7/7,10/20, 

1/11 

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 6/22,9/28,12/21 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！～ 

 

10/27 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 4/21,11/3 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 

図書館ビンゴ 4/20～4/28 借りた本の種類別にスタンプを

押すビンゴゲームで缶バッジ等

をプレゼント 

８子どもの読書 

週間事業 

 

おはなしてんこもり 5/11 ４グループによる絵本の読み聞

かせやわらべ歌、紙芝居などの

ほか、英語の絵本の読み聞かせ

や工作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」 7/26 

 

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 7/28 手前に飛び出す「切り込み」や、

渦巻き状の蛇の仕掛けなどの絵

本作り 

ジュニアボランティア図

書館たいけん隊 

7/31～8/2 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 11/9 ４グループによる絵本の読み聞

かせやわらべ歌、紙芝居などの

ほか、英語の絵本の読み聞かせ

や工作などをリレー方式で開催 

11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 

 

【美川図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

１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 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 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 

特別展示「平成を振り返る」 4/24～5/23 平成時代の文学賞受賞作の展示

（芥川賞･直木賞･島清恋愛文学

賞） 

一般展示「懐かしい昭和」 5/1～5/31 改元にちなみ、昭和時代を振り返

る図書の展示 

絵本展示「ドキドキぼうけ

ん」 

5/1～5/31 ドキドキするような冒険をテー

マにした絵本の展示 

一般展示「文学全集を読も

う」 

6/1～6/30 日本文学全集・世界文学全集の展

示 

絵本展示「どうぶつのおや

こ」 

6/1～6/30 動物の親子をテーマにした絵本

の展示 

スポット展示「ＳＤＧｓって

何だろう」 

6/8～6/23 ＳＤＧｓについて理解を深める

図書の展示 

一般展示「ず・か・ん～あな

たが知らない世界～」 

7/2～7/31 見て楽しめる大人向け図鑑の展

示 

絵本展示「はなび」 7/2～7/31 花火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」 

7/20～8/29 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」 

7/20～8/29 調べ学習や読書感想文の参考と

なる図書の展示 

夏休み企画展示「小学生学年

別・おすすめの本」 

7/20～8/29 何を読んだらいいか分からない

児童向けに低中高学年別のおす

すめ本の展示 

一般展示「新書で知識を拡げ

よう」 

8/1～8/31 2018年8月～2019年7月に出版さ

れた新書の展示 

絵本展示「くじら」 8/1～8/31 くじらをテーマにした絵本の展

示 

一般展示「ペットと暮らす」 9/1～9/29 ペットに関する実用書や小説・エ

ッセイ等の展示 

絵本展示「おつきさま・おほ

しさま」 

9/1～9/29 月や星をテーマにした絵本の展

示 

スポット展示「敬老の日読書

のすすめ2019」 

9/1～9/29 読書推進協議会選定の図書の紹

介展示 

スポット展示「ラグビーの

本」 

10/1～11/2 ラグビーワールドカップ日本大

会にちなみ、ラグビーに関する図

書の展示 

一般展示「ヤングコーナー紹

介」 

10/1～10/31 ヤングコーナーの紹介とおすす

め図書の展示 

絵本展示「どんぐり」 10/1～10/31 どんぐりをテーマにした絵本の

展示 

一般展示「探偵小説」 11/1～11/30 現代作家による探偵小説の展示 

絵本展示「くいしんぼう」 11/1～11/30 くいしんぼうをテーマにした絵

本の展示 

特別展示「美川ライオンズク

ラブ寄贈図書展」 

11/12～12/15 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 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

絵本展示「クリスマス」 12/1～12/25 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」 

12/1～1/15 年末年始をテーマにした絵本の

展示 

一般展示「子年生まれの小説

家たち」 

1/5～2/29 新年の干支にちなみ、子年生まれ

の小説家の小説の展示 

絵本展示「ねずみのえほん」 12/26～1/26 ねずみをテーマにした絵本の展

示 

絵本展示「ありがとう」 2/7～2/28 ありがとうをテーマにした絵本

の展示 

一般展示「いしかわ再発見」 3/1～4/14 2019年に発行された石川県に関

する図書及び石川県出身者著作

の図書の展示 

絵本展示「雑誌『ＭＯＥ』絵

本屋さん大賞受賞作品展」 

3/1～4/14 「『ＭＯＥ』絵本屋さん大賞」受

賞絵本の展示 

スポット展示「若い人に贈る

読書のすすめ2020」 

3/7～4/14 読書推進協議会選定の図書の紹

介展示 

特別展示「発達障害ってなん

だろう～知ることから始め

よう～」 

3/24～4/14 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 「城」 4/1～4/30 城に関する図書の展示 

「和歌」 5/2～5/31 和歌に関する図書の展示 

「カレー」 6/1～7/4 カレーに関する図書の展示 

「わたしのおすすめの本」 7/4～8/31 職場体験の中学生が選んだおす

すめ図書の展示 

「防災」 9/1～9/30 防災に関する図書の展示 

「うつわ」 10/1～10/31 うつわに関する図書の展示 

「インターネット」 11/1～11/30 インターネットに関する図書の

展示 

「漢字」 12/1～12/28 漢字に関する図書の展示 

「ライバル」 1/5～1/26 ライバルに関する図書の展示 

「明智光秀とその時代」 2/7～3/31 明智光秀と同時代に関する図書

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 

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 

古典文学講座・初回特別授業

「新元号「令和」の由来『万

葉集』に学ぶ」 

6/15 新元号の由来となった『万葉集』

の梅花三十二首・序文の解説 

５小学生体験教室 夏休みエコ工作教室 7/26 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 3/25 ※中止 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 「福井県ゆかりの絵本作家

かこさとし．いわさきちひろ

の作品の鑑賞」 

10/16 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 4/20～4/28 保存期限切れの雑誌を希望者に

無償で譲渡 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

図書館ビンゴ 4/20～4/28 幼児・児童に対し、テーマに沿っ

た図書を借りるとビンゴカード

にスタンプを押しビンゴ達成を

目指してもらう 

オリジナルしおり作り 4/20～4/28 台紙に好きな模様を貼りオリジ

ナルのしおりを作る 

８夏休み行事 夏休み子ども読書スタンプ

カード 

7/20～8/29 児童に対し、期間中の貸出来館で

1日1回スタンプを押し10回達成

を目指してもらう 

工房ヒゲキタさんのプラネ

タリウム上映会 

8/6 手作りの移動式プラネタリウム

の上映 

９本の福袋 新春特別企画「本の福袋」 1/5～1/10 

 

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 

10新聞スクラップ  

 展 

「美川回顧展」 3/1～3/22 美川地区関連の新聞記事スクラ

ップの展示（昭和28年～令和元

年） 

11美川図書館・美

川公民館合同事

業 

クリスマスおはなし会「影絵

劇・雪の女王」 

12/8 影絵、語り、ライアー演奏による

影絵劇の上演 

語りとチェロのひととき「世

にも怪しい物語り」 

3/15 ※中止 大人を対象にした語りとプロの

チェロ奏者による演奏 

12地域学童クラブ

招待事業 

「みんなで美川図書館に行

こう！」 

8/6 美川地区の３クラブを招待し、プ

ラネタリウム鑑賞と図書館の案

内･利用体験をする 

13地域学校図書館

コラボ企画 

美川中学校制作物展示「美☆

ポルタ～私たちの選んだ詩

～」 

11/12～12/15 美川図書館に於いて、美川中生徒

の制作物（詩の紹介）を展示 

「美川図書館員おすすめの

本」 

11/11～12/15 美川中学校図書館に於いて、図書

館職員が選んだ中学生におすす

めしたい本を展示 

14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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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の展示 

一般蔵書展示「春はあけぼ

の」 

3/14～4/16 春の始まりを感じる本の展示 

絵本展示「かこさとしの本」 4/20～5/21 かこさとしさんの絵本・紙芝居・

著書の展示 

特別展示「平成を振り返る」 4/24～5/23 「平成」から「令和」へと変わる

今、本で「平成」を振り返る展示 

絵本展示「おとうさん・おか

あさん」 

5/23～7/9 おとうさん・おかあさんに関する

絵本の展示 

一般蔵書展示「伝記～先人の

生き方に学ぶ」 

6/1～7/9 私たちの先人がどのように生き

たかを学ぶ本の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別展示「ＳＤＧｓの本展」 6/8～6/23 ＳＤＧｓに関する本の展示 

特別展示「教科書展」 6/14～6/29   

    

令和２年度使用の小学校の教科

書の展示 

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！！」 

7/4～7/31 鶴来中学校２年生職場体験生徒

２名のおすすめ本の展示 

夏休み企画展示「平和への祈

り」 

7/11～8/29 平和に関する絵本、児童書、紙芝

居及び一般蔵書の展示 

夏休み企画展示「小・中学生学

年別おすすめの本」 

7/11～8/29 小学生及び中学生の学年別にお

すすめの本の展示 

夏休み企画展示「読書感想文

課題図書」 

7/20～8/29 子どもたちの夏休み感想文の課

題図書の展示 

一般蔵書展示「映画化された小

説集めました」 

9/5～10/8 

 

映画化された小説の展示 

絵本展示「からだをうごかす

えほん」 

9/5～10/29 運動に関する絵本の展示 

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！！」 

10/9～10/31 北辰中学校２年生職場体験生徒

２名のおすすめ本の展示 

一般蔵書展示「ひろゆきさん

とあやこさん」 

10/10～11/19 五木寛之さん・曽野綾子さんの本

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」 

10/17～10/31 

 

鶴来高等学校１年生就業体験実

習生１名のおすすめ本の展示 

絵本展示「いろんなおしご

と」 

11/1～12/24 おしごとに関する絵本の展示 

特別展示「クリスマスえほ

ん」 

11/20～12/25 クリスマスに関する絵本の展示 

一般蔵書展示「令和さいしょ

の年末年始」 

12/5～1/21 年末年始に関する本の展示 

絵本展示「チューチューチュ

ーねずみの絵本」 

1/9～2/26 いろんな「ねずみ」が登場する絵

本の展示 

一般蔵書展示「にゃんにゃん

にゃん」 

2/7～3/10 いろんな「ねこ」が登場する本の

展示 

絵本展示「はじめましてこん

にちは」 

3/5～4/14 新しい出会いに関する絵本の展

示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

 

 

 

 

 

「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」 

3/27～4/12 4/2の世界自閉症啓発デーおよび

4/2～8の発達障害啓発週間にあ

わせ発達障害に関係する蔵書の

展示 

２講演会・講座 手作り絵本講座 8/2 しかけ絵本を作ろう 

 

図書館講座「本の修理」 9/26 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 

紙芝居と講演「声は心の肥～子ども

たちに声のプレゼントを～」 

9/28 紙芝居の実演と講演会  

図書館講座 

「わらべうた」 

10/23 わらべうたについて学ぶ講習会 

図書館講座 

「としょかんでたっち＆た

っち」 

11/8 絵本の読み聞かせ、ペープサー

ト・工作 

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 

 

7/27 

12/22 

読み聞かせ、紙芝居 

絵本、わらべうた、手遊び 

幼稚園おはなし会 11/13 鶴来地域の幼稚園の園児への読

み聞かせ 

児童館おはなし会 5/22,11/6, 

11/27 

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 7/17,12/12, 

12/17 

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「ゆらゆらゆれて」 

        （本館） 

7/26 

 

バランストンボやゆらゆらゆれ

るものを作ろう 

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） 10/27 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 

「マシュマロフォンダント」

（本町分館） 

12/14 鶴来公民館主催行事において司

書による本の展示実施 

８リサイクル市 雑誌リサイクル市  10/20（本館） 

10/27（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 

ビンゴゲーム、こびと探し 4/20～4/28 ビンゴゲームとこびと探し 

おはなし会 4/20、4/28 ボランティア、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！」 

      （本館・分館） 

7/20～8/29 館内に置かれた「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 
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【かわち図書館】 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

１展示 蔵書展示「新生活をお手伝

い」 

3/2～4/14 新生活を始める際に、参考にな

るような本の展示 

蔵書展示「旅に出よう！でか

けよう！」 

4/17～5/30 旅がテーマの図書や、旅のきっ

かけや参考になる図書の展示 

こどもの読書週間記念 児童

展示「ベストセラーの絵本～

読み継がれる絵本展～」 

4/20～5/19 多くの方々に長く親しまれ、読

み継がれている児童よみものの

展示 

特別展示「平成を振り返る」 4/24～5/23 平成に、芥川賞・直木賞を受賞し

た本の展示 

蔵書展示「“食”で心も体も

豊かに」 

6/1～6/30 食育月間にちなんで、体調を整

える食材を使った料理や、食べ

ものがテーマの図書の展示 

統一展示「ＳＤＧｓの本」 6/8～6/23 「ＳＤＧｓ」について理解を深

める一助となる図書や資料の展

示 

蔵書展示「スッキリ！暑い

夏を快適に過ごそう」 

7/2～7/31 断捨離や酢の物など、体の内外

からスッキリするための図書の

展示 

特別展示/夏休みお助け特

集「課題図書/読書感想文・

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

になる図書の展示 

蔵書展示「冷える本」 8/1～8/31 怪談や雪や氷、アイスクリーム

など、“冷える”がテーマの図書

の展示 

特別展示「白山市ビブリオバ

トル中学生大会」 

8/27～10/6 ビブリオバトルで紹介された図

書の展示 

蔵書展示「“手作り”の本」 9/1～9/29 雑貨や料理、せっけんや小屋な

ど、自作の参考になる図書の展示 

常設展示「トレーニングでキ

レイにかっこよく！」 

9/27～ 筋力トレーニングやストレッチ、

食生活改善など、健康維持に関す

る図書を展示 

蔵書展示「鉄道の本」 10/1～10/25 新幹線やローカル線などが出て

くる図書の展示 

読書週間特別展示「ミステリ

ー＆サスペンスの本」 

10/26～11/10 国内外のミステリーやサスペン

ス小説の展示 

蔵書展示「飲み物の本」 11/12～12/15 コーヒーやお茶、ビールなど飲料

が出てくる図書の展示 

蔵書展示「干支の動物の本」 12/17～1/26 十二支に関する図書の展示 

 蔵書展示「春を感じる本」 2/7～3/1 季節の春、青春など“春”の出て

くる図書の展示 

蔵書展示「おすすめの本」

  

3/3～3/29 職員が是非読んで欲しいと思う

図書をコメント付きで展示 

発達障害啓発イベント特別

展示「発達障害ってなんだろ

う？」 

3/31～4/12 白山市発達相談センターからの

依頼により、「2020発達障害啓発

イベント in 白山」に併せて関連

図書や資料の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

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 8/9 トイレットペーパーの芯などを

使い、万華鏡を作る教室 

にんぎょうげきやさんの 

かげえあそび 

8/20 音楽に合わせた影絵劇の実演と

小さな影絵作り 

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 11/16 水引でストラップ２種類を作る

教室 

４リサイクル市 雑誌リサイクル市 4/22～4/28, 

9/21～9/23 

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 

かみしばいがやってくる 

 

7/16,7/24, 

8/20,8/28 

 

４会場（湊保育園、わかみや保

育所、ふじこども園、ぶじょう

こども園） 

講師：野間 成之さん 

（のまひょうしぎの会） 

おでかけおはなし会 

 

7/23,8/1,8/5, 

8/21,8/23 

 

５会場（白峰小学校、吉野谷児

童館、かわちこども園、白峰保

育園、白嶺小学校） 

講師：おはなしボランティア 

グループ 

手づくり絵本教室 7/28 講師：松原 典子さん 

（「金沢手づくり絵本の会」 

代表） 

おはなし会で活かす講習

会 

 

10/9 講師：杤谷 洋子さん 

（「なの花文庫」主宰） 

11/1 講師：大西 晶子さん 

（「金沢おはなしの会」代表） 
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１１ 令和元年度 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 ４９人  延べ活動人数 ７５４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 ２２人  延べ活動人数 ３４５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 １９人  延べ活動人数 ３４９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 １３人 
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１２ 令和元年度 研修生・実習生一覧 

期   間 学 校 名 等 学 年 目  的 受 入 場 所 人 数 

7/ 2～ 7/ 4 白山市立光野中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

7/ 2～ 7/ 4 白山市立美川中学校 ２年 職場体験 美川図書館 ２人 

7/ 2～ 7/ 4 白山市立鶴来中学校 ２年 職場体験 鶴来図書館 ２人 

7/ 9～ 7/11 白山市立北星中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

9/25～ 9/28 静岡文化芸術大学 ３年 図書館実習 松任図書館 １人 

10/ 1～10/ 3 白山市立松任中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

10/ 8～10/10 白山市立笠間中学校 ２年 職場体験 松任図書館 ２人 

10/ 8～10/10 白山市立北辰中学校 ２年 職場体験 鶴来図書館 ２人 

10/16～10/17 石川県立鶴来高等学校 １年 就業体験実習 鶴来図書館 １人 

11/13～11/15 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 １０校    １８人 

 

１３ 令和元年度 視察者・見学者一覧 

期  日 団  体  名 人  数 場  所 

5/15 蝶屋こども園 ６９人 美川図書館 

5/23 ベトナム人実習生 ２７人 松任図書館 

 8/ 6 美川児童ふれあいくらぶ ３７人 美川図書館 

 8/ 6 湊児童ふれあいくらぶ ２２人 美川図書館 

10/ 2 蝶屋にこにこくらぶ ２５人 美川図書館 

10/ 8 蕪城小学校２年生 １７０人 松任図書館 

10/ 9 白峰小学校１・２年生 ５人 松任図書館 

10/10 松陽小学校２年生 ５２人 松任図書館 

10/16 広陽小学校２年生 １０１人 鶴来図書館 

10/18 朝日小学校２年生 ６０人 鶴来図書館 

10/25 松任小学校２年生 ３３人 松任図書館 

11/ 7 蝶屋小学校２年生 ４０人 美川図書館 

11/14 湊小学校２年生 ３１人 美川図書館 

11/19 旭丘小学校２年生 ５３人 松任図書館 

11/19 美川小学校２年生 ３４人 美川図書館 

11/22 美川こども園 ３５人 美川図書館 

12/ 4 鳥越小学校２年生 １３人 松任図書館 

合   計 １７件 ８０７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 毎月２０日頃 会員宅 

 

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 

平成31年(2019)  4月23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 

「平成31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 

 

【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 

 

 

 

 


