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１０ 令和３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15回優秀作品の展示 

（松任7/17～25 美川7/28～8/1 

鶴来8/4～8 かわち8/11～15） 

第16回優秀作品の展示 

（松任10/30～11/7  

美川11/10～14 鶴来11/17～

21 かわち11/24～28） 

調べ学習チャレンジセミナ

ー 

7/17 10:30 

14:00 2回    

調べ学習の方法、作品紹介 

第16回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール作品

募集 

8/1～9/1 

 

調べ学習コンクールの作品募集 

第16回白山市図書館を使っ

た調べ学習コンクール表彰

式 

10/30 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 

4/17～4/25 市立図書館全館において、借り

た本の種類別にスタンプを押す

図書館ビンゴでシールをプレゼ

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、企画展示等により、「子ども

読書の日」の周知と子ども達が

本に親しむ機会を提供 

３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月下旬 

※中止 

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、最も読みたくなっ

た本（チャンプ本）を参加者全

員の投票によって決める書評会 

※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止 

松任・美川地域中学生大会 8月下旬 

※中止 

４蔵書整理 蔵書点検 1/24～2/3 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 音楽を読む 

（北口展示） 

4/6～4/29 「いしかわ・白山 風と緑の楽都

音楽祭2021」に合わせ、図書館

でも音楽に関する本で開催を盛

り上げる展示 

花と緑のある暮らし 

ガーデニング＆野菜作り 

（北口ミニ展示） 

4/7～4/25 あたたかくなり春本番の季節に

役立つ、お花や野菜の育て方、

庭づくりの本を集めて展示 

『青春の本棚』に紹介され

ている本 

（ヤング展示） 

4/13～5/16 中高生むけのガイドブック『青

春の本棚』から本を選べるよう

に展示 

すごい 

（中央展示） 

4/27～5/23 新たな発見や興味の広がりにつ

ながるよう「すごい」本を展示 

もっと知りたい！ 

デザインの世界 

（北口ミニ展示） 

5/1～5/30 奥が深いデザインの世界。建築

からアート、プレゼン資料のデ

ザインまで幅広い分野の本を集

めて展示 

消費生活の本展 

（正面展示） 

5/12～5/30 消費生活センターとの共同展示 

感じてみよう！風の音・ 

空の色・雨のにおいの本展 

（展示コーナー） 

5/13～6/27 雨の日が楽しくなるような本、

家の中で読みたい本、気象に関

する本を集めて展示 

表紙が緑色の本 

（中央展示） 

5/26～6/20 色を切り口とした新たな本との

出会いを提供するため、季節に

あう鮮やかな緑の本を展示 

６月は食育月間！ 

食事と健康～食べることは

生きること～ 

（北口ミニ展示） 

6/1～6/30 生きていくために欠かせない食

事。6月の食育月間に合わせ、健

康に良いレシピや、食べ物がテ

ーマの絵本などを集めて展示 

男女共同参画啓発展 

（正面展示） 

6/1～6/30 男女共同参画室との共同展示 

文豪の本展 

（ヤング展示） 

6/8～7/4 普段はあまり手に取らない文豪

の本を読むきっかけに関連本も

含めて展示 

教科書展示 

（北口展示） 

6/11～6/24 白山市・野々市市の小中学校で

令和４年度使用の教科書を展示 

いろんなやり方大集合 

（中央展示） 

6/30～7/25 いろんな工夫や方法がわかる本

を集めて展示 

日本の魅力再発見の本展 

（展示コーナー） 

7/1～9/5 日本の風景や芸術など、日本の

魅力を伝える本を集めて展示 

脳にいいこと 

やってみよう！！ 

（北口ミニ展示） 

7/1～7/20 パズル、脳トレなど、脳の活性

化に役立つ本、記憶力や脳のし

くみが分かる本を集めて展示 

夏休み 国語の教科書に 

出てくる本 

（北口・北口ミニ展示） 

7/21～8/29 小学校・中学校の国語の教科書

掲載本を展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

アオハル 

（ヤング展示） 

7/21～8/29 部活、友情、恋など青春（アオ

ハル）がテーマの小説を集めて

展示 

妄想旅行 

（中央展示） 

7/29～8/29 旅行に行きづらい今、本で旅行

を楽しむための展示 

アンソロジー特集 

（北口ミニ展示） 

9/1～9/30 複数の作家の小説を１冊で楽し

める本を集めて展示 

松任小４年生 

平和の本ＰＯＰ展示① 

（正面展示） 

9/2～10/3 国語の授業の中で作成した平和

に暮らせるように、願いを込め

たＰＯＰ展示 

北陽小４年生 

石川県ガイドリーフレット

②（北口展示） 

9/7～10/10 国語・社会で作成した石川県ガ

イドリーフレットを展示 

秋色の本展 

（展示コーナー） 

9/9～10/31 見た目や内容に秋の風情を感じ

られるような本を集めて展示 

うどん・そば・ラーメン 

（中央展示） 

10/1～10/24 うどん・そば・ラーメンの本を

集めて展示 

北星中２年生 

枕草子展示③ 

（正面展示・ヤング展示） 

10/5～10/29 生徒が清少納言へのリスペクト

の気持ちをこめて作成した自分

流枕草子を展示 

鉄道の本 

（北口ミニ展示） 

10/5～10/30 10月14日の「鉄道の日」にちな

み鉄道に関する本を集めて展示 

雪と氷の本展 

（展示コーナー） 

11/4～12/28 雪や氷などを題材にした小説、

絵本、冬景色や雪山の本などを

集めて展示 

美味しい読書～読んだらお

腹がすくかも！？～ 

（ヤング展示） 

11/6～12/28 読みとお腹がすくような、美味

しい食べ物が出てくる本を集め

て展示 

松任中１年生 

ＰＯＰ展示④（正面展示） 

11/9～12/5 これまで読んだ本の中から友達

に紹介したい１冊をＰＯＰ展示 

松任中２年生 

松任中３年生 

英語展示⑤（北口展示） 

11/9～11/28 学校でのルールを助動詞mustで

考えた展示。絶滅危惧動物を調

べできることを考えた展示 

追悼 山本文緒 瀬戸内寂聴 

（北口ミニ展示） 

11/13～12/12 直木賞作家の山本文緒さん、作

家・僧侶の瀬戸内寂聴さんの作

品を集めて展示 

子育てBOOKS 

（2階特別展示） 

11/13～1/23 普段は１階にある子育て関連本

を、手の取りやすい絵本棚の横

に展示 
北星中１年生 

ＰＯＰ展示⑥（北口展示） 

11/30～12/28 国語の授業で作成した「おすす

めの１冊」のＰＯＰ展示 

白山検定展示 

（北口ミニ展示） 

12/1～3/6 白山検定の参考資料、要項、過

去問題正答表などを展示 

紅白の本 

（中央展示） 

12/4～1/7 師走は紅白、どっちが勝つ！紅

白の本を集めて展示 

クリスマスの本 

（北口ミニ展示） 

12/14～12/25 クリスマスのお話の本を集めて

展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

東明小５年生 

作家紹介展示⑦（正面展示） 

12/7～1/10 国語の授業で作成した「作家し

ょうかいカード」を展示 

開運！図書館で初詣 

（北口ミニ展示） 

12/26～1/7 

 

神社・おみくじなど初詣に関す

る本を展示 

１年３６５日の本展 

（展示コーナー） 

1/5～2/13 毎日の暮らしに取り入れたいこ

とや年中行事に関する本、タイ

トルに日付のある小説を展示 

「移動図書館 のびのび号」

の本展（展示コーナー） 

1/5～2/23 冬季運休中の移動図書館のびの

び号の所蔵資料を展示 

北条義時と鎌倉時代 

（北口ミニ展示） 

1/8～2/13 大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」

特集。鎌倉時代に関連する本を

展示 

北陽小５年生 

伝記展示⑧ 

（正面展示・北口展示） 

1/12～2/27 伝記を読んで自分の心がひかれ

た偉人の生き方を、今の自分と

つなげて伝える展示 

世界でいちばん 

（中央展示） 

2/5～2/27 「世界でいちばん」「世界一」の

タイトルの本を集めて展示 

猫の小説＆エッセイ 2/15～3/13 2022.2.22 スペシャル猫の日に

ちなんだ展示 

心も体も元気に！ 

～すこやかに整える～ 

（展示コーナー） 

2/17～3/20 季節の変わり目を乗り切るた

め、心身の健康管理に役立つ本

を集めて展示 

ウクライナを知る 

（ヤング展示） 

 

2/26～3/24 地政学、ウクライナ民話「てぶ

くろ」などウクライナ関連本を

集めて展示 

やさしくよめるＬＬブック 

（中央展示） 

3/4～3/31 かんたんな言葉や絵や写真を使

って優しく読めるように作られ

た本を集めて展示 

科学道１００冊２０２１ 

（正面展示） 

3/4～4/24 科学に関する注目のトピックを

テーマにした本や時代をこえて

読み継ぎたい科学の良書を展示 

春色の本展 

（北口ミニ展示） 

3/15～4/10 桜と同系色のピンク色の表紙

で、新生活の活力となるような

読み物や実用書を集めて展示 

白山市と同い年の本を読も

う！（展示コーナー） 

3/25～5/8 平成17年に誕生した白山市と同

い年になる本を集めて展示 

発達障害を知ろう！ 

（ヤング展示） 

3/25～4/8 発達障害啓発週間に合わせ、発

達障害に関する本を展示 

「挿絵と小説-作家が語る

西のぼる-」 

（常設展示） 

 西のぼる氏が培ってきた作家と

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 

２こども図書館 

展示 

「ねこ」の本展 4/1～5/18 ねこに関する絵本や読み物を集

めて展示 
こどもの読書週間記念 

「読み継がれるベストセラ

ー絵本」展 

4/17～5/18 長く読み継がれているベストセ

ラー絵本を集めて展示 

お米の本展 5/20～6/29 お米、田んぼに関する絵本や読

み物を集めて展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

夏休みに読みたい本展 7/1～9/7 戦争や平和に関する本、読書感

想文課題図書などを集めて展示 

「本」の本展 9/9～10/26 本や図書館が出てくる絵本、物

語などを集めて展示 

魔法の本展 10/28～11/30 魔法に関する本や絵本を集めて

展示 

とら（干支）の本展 12/2～1/23 令和４年の干支・トラや十二支

にちなんだ本を集めて展示 

手紙の本展 2/4～3/31 手紙に関する本を集めて展示 

「おはなし会で読まれた」

本展 

3/9～4/15 近年の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 ※新型コ

ロナウイルス感染

拡大防止のため、

絵本入りバックの

配布のみ実施 

保健センターで行われる乳幼児

検診時に、４か月児と保護者に

対し、親子で一緒に絵本を読む

ことの大切さを伝えながら絵本

を手渡す活動 

４おはなし会 定例おはなし会 月2回 7,3月 

月6回 12,1月 

月7回 10,11月 

4,5,6,8,9,2月 

※中止 

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 

4,7,10,12,1月  

※中止 

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 6,9,12,3月 

第4土曜日 ※中止 

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！ 

10/31 キャンディバッグ作り、英語の

絵本の読み聞かせ、仮装パレー

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出前紙芝居 

 

 

かみしばいがやってくる 2/5 ※中止 １会場（松任児童館） 

講師：野間 成之さん 

（のまひょうしぎの会） 

６映画会 子ども映画会 4/18 

11/3 

子ども向け映画の上映 

７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 

８子ども読書の日 

フェスタ 

図書館ビンゴ 4/17～4/25 借りた本の種類別にスタンプを

押すビンゴゲームでシールをプ

レゼント 

９こどもの読書 

週間事業 

おはなしてんこもり 5月中旬 ※中止 ４団体による、おはなし、紙芝

居、手遊び、英語の絵本の読み

聞かせ、パネルシアター等をリ

レー方式でのおはなし会 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内    容 

10夏休み行事 

（児童対象） 

「夏休み！英語で遊ぼう」 7/30 ※中止 

 

白山市ＡＬＴによる、ゲームや

英語の絵本の読み聞かせ 

ジュニアボランティア図書

館たいけん隊 

8/4～8/6 ※中止 図書館のしくみを学習し、図書

の配架等を体験 

11読書週間行事 おはなしてんこもり秋 11月 ※中止 ４団体による、おはなし、紙芝

居、手遊び、英語の絵本の読み

聞かせ、パネルシアター等をリ

レー方式でのおはなし会 

12講座 リメイク工作教室 12/19 クリアファイルで素敵なカード

ケース＆マスクケースを作成 

13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 

「いしかわ再発見」 

3/2～4/30 2020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「雑誌『ＭＯＥ』絵

本屋さん大賞受賞作品展」 

3/2～4/30 「『MOE』絵本屋さん大賞」受賞

作絵本の展示 

特別展示 

「発達障害って何だろう」 

3/19～4/15 市発達相談センターとの共催に

よる発達障害に関する図書とパ

ンフレット等の展示 

一般展示 

「子育て応援します！」 

5/1～5/30 子育てや親子遊びに関する図書

の展示 

絵本展示 

「ひみつのえほん」 

5/1～5/30 ひみつをテーマにした絵本の展

示 

一般展示 

「家族小説」 

6/1～6/30 家族をテーマにした小説の展示 

絵本展示 

「じかん」 

6/1～6/30 「時の記念日」にちなみ、時間

をテーマにした絵本の展示 

一般展示 

「コミックエッセイ」 

7/1～7/31 闘病や家庭問題などをテーマに

した実用に役立つコミックエッ

セイの展示 

絵本展示 

「スポーツだいすき」 

7/1～7/31 東京オリンピックにちなみ、ス

ポーツ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 小中高生の夏休み読書感想文の

課題図書の展示 

夏休み企画展示「小学生学

年別おすすめの本」 

7/20～8/29 低・中・高学年別おすすめの図

書の展示 

夏休み企画展示 

「調べ学習・読書感想文に

役立つ本」 

7/20～8/29 調べ学習や読書感想文の参考図

書の展示 

一般展示 

「新書で知識を拡げよう」 

8/1～8/31 2020年8月～2021年7月に出版さ

れた新書の展示 



18 ―  ― 

事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

絵本展示 

「のりもの」 

8/1～8/31 乗り物をテーマにした絵本の展

示 

一般展示 

「いまいちど、防災」 

9/1～9/30 「防災の日」にちなみ防災に役

立つ図書の展示 

絵本展示 

「秋のおいしいもの」 

9/1～9/30 秋の味覚をテーマにした絵本の

展示 

特別展示 

「男女共同参画啓発展」 

10/1～10/29 市男女共同参画室との共催によ

るジェンダー問題に関する図書

とパンフレット等の展示 

一般展示「ヤングコーナー

の本を読んでみよう」 

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 

「としょかん」 

10/1～10/31 「読書週間」にちなみ図書館を

テーマにした絵本の展示 

季節の絵本・紙芝居 

「ハロウィーン」 

10/1～10/31 ハロウィーンをテーマにした絵

本と紙芝居の展示 

一般展示「おいしい小説」 11/2～11/30 食をテーマにした小説の展示 

絵本展示「あかいはっぱ 

きいろいはっぱ」 

11/2～11/30 紅葉をテーマにした絵本の展示 

特別展示「美川ライオンズ

クラブ寄贈絵本展」 

11/4～11/30 美川ライオンズクラブより寄贈

を受けた絵本の展示 

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 

一般展示 

「年末年始に備えて」 

12/1～12/28 年賀状、大掃除、おせちなどに

関する図書の展示 

絵本展示 

「おしょうがつ」 

12/1～1/15 年末年始をテーマにした絵本の

展示 

一般展示 

「寅年生まれの小説家」 

1/5～2/27 寅年生まれの人気小説家の図書

を展示 

絵本展示 

「とらのえほん」 

1/5～2/27 干支にちなみ、とらをテーマに

した絵本の展示 

季節の絵本・紙芝居 

「ひなまつり」 

2/4～3/3 ひなまつりをテーマにした絵本

と紙芝居の展示 

一般展示 

「いしかわ再発見」 

3/1～4/30 2021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「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

作絵本の展示 

季節の絵本・紙芝居 

「入園・入学おめでとう」 

3/4～4/10 入園入学をテーマにした絵本と

紙芝居の展示 

一般展示「若い人に贈る読

書のすすめ」 

3/15～4/15 読書推進運動協議会「若い人に

贈る読書のすすめ」選定図書の

展示 

特別展示「発達障害を知ろ

う」 

3/25～4/22 市発達相談センターとの共催に

よる発達障害に関する図書とパ

ンフレット等の展示 

２ミニ展示 「花の本」 4/1～4/30 花に関する図書の展示 

「子どもの本」 5/1～5/31 子どもに人気のある図書の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

「雨の本」 6/1～6/30 雨に関する図書の展示 

「夏の本」 7/1～7/31 「夏」で連想するキーワードに

関する図書の展示 

「山の本」 8/1～8/31 山に関する図書の展示 

「おなじの本」 9/1～9/30 「秋分の日」にちなみ、「おなじ」

をテーマにした図書を展示 

「うたの本」 10/1～10/31 「芸術の秋」にちなみ、「うた」

に関する図書を展示 

「いろいろ夫婦の本」 11/1～11/30 11月22日の「いい夫婦の日」に

ちなみ、いろいろな夫婦に関す

る図書を展示 

「おとなの！絵本」 12/1～12/28 大人向けの絵本の展示 

「中国の本」 1/5～1/23 中国に関する図書の展示 

「北条一族とその時代」 2/4～2/28 鎌倉時代に関する図書の展示 

「春の散歩道」 3/1～3/31 散歩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 

(5～6月、8～9月、

1～2月 ※中止) 

読み聞かせ、紙芝居など 

秋のおはなし会 10月 ※中止 

４講座 古典文学講座 10回/年  

(5回中止) 

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！工作教室 8/18 ※中止 折り染め遊びで染めた紙を用い

たオリジナルのうちわ作り 

春休みかがくあそび教室 3月下旬 ※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 文学散歩 10月 ※中止 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 4/18～4/25 古雑誌等の無料配布 

図書館ビンゴ 4/17～4/25 借りた本の種類別にスタンプを

押し、ビンゴになった幼児・児

童にシールをプレゼント 

フェスタおはなし会 4/17 読み聞かせ、パネルシアター、 

ハンドベル ほか 

おりがみコーナー 4/17～4/25 折り紙の配布と折り紙の本の展

示 

８夏休み行事 夏休み特別企画 

「こびとを探せ！」 

7/17～8/29 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 

９子ども読書 

スタンプカード 

美川図書館DE夏休み 

子ども読書スタンプカード 

7/21～8/29 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７回達

成を目指してもらう 

（スタンプカードは、同じもの

を継続して使用） 

美川図書館DE冬休み 

子ども読書スタンプカード 

12/25～1/10 

美川図書館DE春休み 

子ども読書スタンプカード 

3/25～4/6 

10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

福袋形式で展示・貸出 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

11新聞スクラップ

展 

特別展示「美川回顧展」 2/24～3/24 美川地域関連の新聞記事スクラ

ップの展示 

（昭和28年～令和4年2月） 

12美川図書館・ 

公民館合同事業 

クリスマスおはなし会 12/11 クリスマスをテーマにした親子

向けのおはなし会（美川地域の

公民館と合同開催） 

語りとチェロのひととき 

～古典を奏でる～ 

3/6 ※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（美川地

域の公民館と合同開催） 

13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月 ※中止 美川地区の３クラブを招待し、

おはなし会と図書館の案内･利

用体験をする 

14地域学校図書館 

連携事業 

美川小学校 

「調べてわかったこと 

～石川県紹介カード～」 

6/15～7/14 美川小学校４年生が社会の学習

の中で作成した紹介カードを展

示 

美川中学校コラボ展示 

「美川図書館のオススメ

本」 

11/10～12/10 美川図書館職員が選んだ中学生

におすすめしたい本とＰＯＰを

美川中学校図書館で展示 

美川中学校コラボ展示 

「美川中学校２年おすすめ

本ＰＯＰ展」 

11/18～12/16 美川中学校２年生が総合の学習

の中で作成したおすすめ本のＰ

ＯＰと本を展示 

蝶屋小学校６年生 

「美川地区元気プロジェク

ト 美川ってこんなとこ

ろ！」 

12/15～1/23 蝶屋小学校６年生が総合と国語

の学習の中で作成した美川のよ

さをテーマ別にまとめたものを

展示 

15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「パンのえほん」 3/5～4/13 パンが出てくる絵本の展示 

一般展示「スタートの春に」 3/11～4/13 新たに始めてみること、挑戦す

ることに関する本の展示 

一般展示「音を奏でる」 5/13～6/8 

 

音楽に関する本を展示 

絵本展示「えほんでぼうけ

んしよう！」 

5/13～7/6 わくわくどきどきの冒険絵本を

展示 

一般展示「のみねーと」 6/10～7/6 

 

直木賞・芥川賞などの受賞を逃

した候補作を展示 

夏休み企画展示 

「学年別おすすめの本」他 

7/8～8/31 学年別のおすすめの本や夏休み

の工作や調べもの、平和につい

ての本を展示 

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 

一般展示「月の本」 9/2～10/12 月に関わる本を展示 

絵本展示「秋です 秋を 

かんじます」 

9/2～11/2 秋を感じられる絵本の展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

特別展示 

「男女共同参画啓発展」 

9/4～9/30 男女共同参画に関するパネルや

関連図書を展示 

一般展示 

「身近な疑問に答えます」 

10/14～11/16 

 

日常の疑問に関する本を展示 

一般展示「食にまつわる本」 11/18～12/21 食に関する本を展示 

特別展示 

「クリスマスえほん」 

11/16～12/25 クリスマスに関する絵本の展示 

絵本展示「えほんがすき  

としょかんがすき」 

11/4～12/21 絵本や図書館が出てくる絵本を

展示 

一般展示「整える」 12/23～1/20 整頓術やリフレッシュ方法に関

する本を展示 

絵本展示「冬から春へ 

 えほんでほっと」 

1/6～3/1 あたたかくなれる絵本を展示 

一般展示「晴れたらいいね」 2/4～3/8 晴れを連想する本を展示 

絵本展示「はるだね」 3/3～4/12 春を感じる絵本の展示 

一般展示「春になったら」 3/10～4/12 春の風物や新生活に関する本の

展示 

特別展示 

「北辰中学校ＰＯＰ展」 

3/9～3/23 北辰中学校生徒のおすすめ本の

ＰＯＰとおすすめ本の展示 

特別展示 

「発達障害を知ろう」 

3/25～4/8 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

あわせて、発達障害に関係する

蔵書を展示 

２講演会・講座 夏休み講座 

「図書館バッグを作ろう！」 

8/3 ※中止 布バッグに型紙を使って絵を描

こう 

図書館講座「本の修理」  9 月 ※中止 本の修理ボランティアなどを対

象にした技術取得のための講座 

図書館講座「読み聞かせ」 10 月 ※中止 読み聞かせのための本の選び方

や読み方などを学ぶ講習会 

図書館講座「体験講座」 11 月 ※中止 絵本の読み聞かせ、ペープサー

ト・工作 

図書館講座「講演会」 12 月 ※中止  

３ブックスタート ブックスタート 1回/月※新型コロ

ナウイルス感染防

止のため、絵本入

りバックの配布の

み実施 

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 4～6月、8～9月、

1～3月※一部中止 

絵本の読み聞かせ、紙芝居、 

手遊びなど 

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 

 

8/22 ※中止 

12/16 

絵本の読み聞かせ、紙芝居、 

手遊び 

児童館おはなし会 5/26 ※中止 

11/24、2/24 

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 12/8、12/15 朝日小学校児童への読み聞かせ 

５かがくで 

あそぼう！ 

 7月 ※中止（本館） 

3月 ※中止（分館） 

児童生徒を対象とした「かがく」

体験や関連図書の紹介 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

６読書機会推進 

事業 

ハ－ト便 12月～1月 

※一部休止 

幼稚園、保育所（園）等への出

前おはなし会 

７リサイクル市 雑誌リサイクル市  (本館)10/8～10、 

10/12～14、 

10/15～17 

(分館)10/25 

古雑誌等の無料配布 

８絵本パック クリスマス絵本パック 12/17～12/19 幼児・小学生向けにクリスマス 

絵本と冬のおはなしが入ったお 

楽しみパックを展示・貸出 

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 

フェスタ企画展示 

「グリーン・グリーン」 

4/15～5/11 新緑の春に向けた、おでかけの

本の展示 

ビンゴゲーム、こびと探し 4/17～4/25 ビンゴゲームとこびと探し 

おはなし会 4/23 ※中止 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） 

7/16～8/29 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 こどもの読書週間児童展示

「そだつ本」 

4/13～5/16 動植物が育つことをテーマに

した本の展示 

蔵書展示「お札になる人、

なった人」 

5/18～6/13 お札や貨幣に肖像画が書かれ

ている人物について書かれた

本の展示 

蔵書展示「オリンピック・

スポーツの本」 

6/15～7/11 東京オリンピックにちなみ、オ

リンピックやパラリンピック、

スポーツに関する本の展示 

蔵書展示「地元のこと、知

っていますか？」 

7/13～8/22 白山や手取川ジオパークなど

に関する本やパンフレットの

展示 

夏休み企画展示「夏休みの

友」 

7/20～8/29 夏休み期間中の子どもたちに

対して、宿題の参考になる図書

の展示 

蔵書展示「防災の本」 8/24～9/20 防災に関する本や、被災した際

に役立つ本の展示 

蔵書展示「おなかがすく本」 9/22～10/24 食がテーマの本や、出てくる食

べ物が印象的な小説や絵本の

展示 

読書週間特別展示「職員が

オススメします」 

10/26～11/14 職員がおすすめしたい本をコ

メント付きで展示 

特別展示「男女共同参画啓

発展」 

11/10～11/30 男女共同参画室の巡回展示 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

蔵書展示「森の本」 11/16～12/12 森や、森に棲む動植物の図書を

県農林総合研究センターや白

山自然保護センターの資料と

共に展示 

蔵書展示「音の本」 12/14～1/20 楽器や音楽家、声や虫の鳴き声

などをテーマにした本の展示 

蔵書展示「あなたは犬派？

猫派？」 

2/4～3/6 犬と猫が出てくる絵本や小説、

飼い方、しつけ方などの図書の

展示 

蔵書展示「仕事の本」 3/8～3/23 子ども向けから大人向けまで、

職業について書かれた本の展

示 

発達障害啓発イベント特別

展示「発達障害を知ろう 

～あなたらしさを大切に

～」 

3/25～4/8 白山市発達相談センターから

の依頼により、「2022発達障害

啓発イベントin白山」に併せ、

関連図書や資料の展示 

常設展示「からだメンテナ

ンス、しませんか？」 

 筋トレやストレッチ、食生活改

善など、キレイで健康な身体づ

くりの一助となる図書の展示 

２学校展示 鳥越小学校製作物展示 

「私の魅力ある本」 

8/4～9/2 ６年生「ブックトークの実施記

録」 

河内小学校製作物展示 

「事実にもとづいて書かれ

た本を読もう」 

11/3～11/30 ４年生「ノンフィクションの本

のＰＯＰ」 

鳥越小学校製作物展示 

「伝記を読む」 

「伝統食について」 

12/15～1/23 ５年生「伝記本の紹介」 

６年生「郷土料理について」 

鳥越中学校製作物展示 

「郷土料理調べ」 

12/15～1/23 １年生「日本各地の郷土料理」 

鳥越中学校製作物展示 

「世界の住居」 

「絵本を作ろう！」 

3/8～3/24 ２年生「世界の住居」 

３年生「手作り絵本」 

３講座・教室 リサイクル工作教室 8 月 ※中止 リサイクル材料を利用した工

作教室 

にんぎょうげきやさんの 

かげえあそび 

8 月 ※中止 音楽に合わせた影絵劇の実演

など 

絵本を読んでクッキング 8 月 ※中止 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 12/4 水引を使って本の栞を作成す

る 

４おはなし会 季節のおはなし会 4 回/年  

※12/11 のみ 

絵本の読み聞かせや紙芝居・パ

ネルシアターなど 

５子ども読書の日

フェスタ 

ビンゴゲーム 

雑誌リサイクル市 

切り絵さがし 

4/17～4/25 

4/23～4/25 

4/17～5/14 

ビンゴゲーム、古雑誌の無料配

布、切り絵さがし 

６リサイクル市 雑誌リサイクル市 11/3～11/7 古雑誌等の無料配布 
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事 業 区 分 名  称 期  日 内     容 

７夏休み子ども向

け行事 

夏休み企画「こびとを探

せ！」 

7/17～8/29 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 

８読書週間行事 「切り絵さがし」 11/3～11/30 館内に配置された、職員手作り

の切り絵 20 種を探す、大人も 

一緒に楽しめるゲーム 

９図書館報発行 図書館だより 

「らぶらいぶらーり」 

6 回/年  

 

１１ 令和３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 ５０人  延べ活動人数 ４８４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 

書架整理ボランティア 書架整理 

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 ３１２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 １６人  延べ活動人数 １６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 季節のおはなし会の開催（白山麓おはなしの会） 

※登録者 ５人  延べ活動人数 ３人 
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１２ 令和３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 

10/19～10/21 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 

合   計 １校    １人 

※新型コロナウイルス感染症対策を前提に学校や関係者等と協議のうえ実習を決定 

※市立中学校職場体験については、新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

１３ 令和３年度 視察者・見学者一覧 

期  日 団  体  名 人  数 場  所 

10/15 広陽小学校２年生 ８７人 鶴来図書館 

10/29 美川小学校２年生 ３７人 美川図書館 

11/ 2 朝日小学校２年生 ５７人 鶴来図書館 

11/ 4 北陽小学校２年生 ７６人 松任図書館 

11/ 5 松陽小学校２年１組 ２５人 松任図書館 

11/10 旭丘小学校２年２組 ２６人 松任図書館 

11/10 蝶屋小学校２年生 ３７人 美川図書館 

11/11 松陽小学校２年２組 ２４人 松任図書館 

11/12 旭丘小学校２年１組 ２７人 松任図書館 

11/12 湊小学校２年生 ２４人 美川図書館 

12/ 8 石川小学校２年生 ４１人 松任図書館 

12/16 鳥越小学校２年生 １７人 かわち図書館 

合   計 １２件 ４７８人  

※新型コロナウイルス感染症対策を前提に学校や関係者等と協議のうえ見学を決定 
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１４ 読書会 

会   名 代表者名 活 動 日 活動場所 

呉竹読書会 森田 隆子 毎月第４火曜日 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 

ゴンドラ文庫 杉本志奈子 月２回（水曜日） 八幡町 

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 

 

令和 2年(2020)   4月15日 

        ～5月31日 

         6月 2日 

令和3年(2021)  10月 1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 

新型コロナウイルス感染症対策のため市立図書館全館臨時休館 

 

市立図書館全館再開 

「はくさん電子図書館」運用開始（市立図書館全館） 

【美川図書館】 

明治34年(1901)  4月 1日 

明治39年(1906)  9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 
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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 

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 

 

 

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 

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 

 

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 
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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 

【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 

 

 


