
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

1 日 夏休み工作会 13：15～13：45 「フィンガ-・パペット」をつくろう 各回先着10名

14：15～14：45

4 水 としょかんおはなし会Ｑ 16：00～16：30 ～こわ～いおはなし会～ 先着20名

素話と手遊び、絵本の読み聞かせ ほか

7 土 夏のおはなし会ホゥホゥ 16：00～16：30 素話と手遊び 先着20名

8・15 日 としょかんおはなし会ミニミニ 14：30～14：50 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

13 金 ととけっこおはなし会 11：00～11：20 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

14 土 子ども映画会 10：30～11：20 『忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロ 先着10家族

ント☆NEXT　土星の段/宇宙の果ての段』

(アニメ・50分)

20 金 夏休み！としょかんの使い方講座 10：30～11：30 小学3年生から6年生までを対象に普段入れない 先着15名

書庫の案内と電子図書や図書館利用のコツを伝授

21 土 まめまめわらべうたの会 11：00～11：20 親子で一緒にわらべうた遊び 先着20名

28 土 としょかんおはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

29 日 ととけっこおはなし会 11：00～11：20 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

1～31 / 夏のこども読書ラリー 開館時間中 5冊以上借りると「しおり」をお渡しし、毎月変わる 自由参加

色のしおりを2色以上6枚でプレゼントがもらえる

7・21 土 おはなし会「たーたか」 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び ほか 自由参加

8 日 おはなし会「コロボックル」 11：00～11：30 『まめつぶこぞうパトウフェ』(おはなし) ほか 自由参加

絵本の読み聞かせや手遊び・紙芝居 ほか

24 火 見聞(ミッキー)シネマ 14：00～15：30 『ドラゴンキングダム』(アニメ・90分) 要申込

先着60名

1 日 おはなしかいケロケロ 11：00～11：20 絵本の読み聞かせや手遊び ほか 先着10組

28 土 ぴよぴよおはなしかい 10：30～10：50 0歳～3歳児向けのおはなしと 先着10組

絵本の読み聞かせ・ふれあい遊び ほか

28 土 おはなしかい 11：00～11：30 おはなしや絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着10組

10 火 おはなし会　ぎゅっ 11：00～11：30 0歳～3歳児対象の絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

21 土 としょかんおはなし会 15：00～15：30 3歳児以上対象の絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

彦根市立図書館

長浜市立長浜図書館
4 水 わらべうたであそぼう 10：30～11：00 わらべうた・ふれあいあそび　ほか 先着10名

7 土 すずめさんのおはなし会 11：00～11：30 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着5組程度

15 日 おはなし会 14：30～15：00 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着5組程度

16 月 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着5組程度

(※乳幼児と保護者) 14：30～15：00 ほか

～30 月 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

長浜市立浅井図書館
13 金 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着4組程度

(※乳幼児と保護者) ほか

21 土 おもちゃ箱さんのおはなし会 10：30～11：00 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着4組程度

5～15 / 長浜城H-1グランプリ 開館時間中 前回(2019年度実施)の入賞作品を巡回展示 自由参加

入賞作品巡回展示

～29 日 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

長浜市立びわ図書館
1 日 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着4組程度

(※乳幼児と保護者) ほか

21 土 やぎゆげよさんのおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着4組程度

22 日 ひまわりさんのおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着4組程度

～29 日 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

        　　　　　　　　　　　　県内児童図書関係行事予定表(2021年8月) 

※予定行事の変更、申込の要件などございますので、各開催図書館まで直接お問い合わせください。

大津市立図書館　

大津市立北図書館　

大津市立和邇図書館　

中止

大津市立図書館南郷分館



長浜市立虎姫図書館
18 水 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着4組程度

(※乳幼児と保護者) ほか

～29 日 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

長浜市立湖北図書館
14 土 おはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着3組程度

19 木 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着3組程度

(※乳幼児と保護者) ほか

～29 日 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

長浜市立高月図書館
8 日 おはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 先着5組程度

28 土 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 先着5組程度

(※乳幼児と保護者) ほか

19～29 / 長浜城H-1グランプリ 開館時間中 前回(2019年度実施)の入賞作品を巡回展示 自由参加

入賞作品巡回展示

～29 日 長浜城H-1グランプリ関連本展示 開館時間中 歴史研究のテーマ探しや調べ学習の参考になる 自由参加

本のコーナー設置

～29 日 「ナツドク2021」 開館時間中 夏休みの読書におすすめの本のコーナー設置 自由参加

近江八幡市立近江八幡図書館
7 土 おはなし研究会のおはなし会(※0～1歳対象) 10：15～ ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ ほか 予約制3組

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(※2～3歳対象) 10：35～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

                                     (※4歳以上対象) 11：00～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

18 水 ちいちゃいメリーゴーランド(※0～2歳対象) 10：15～ 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制2組

10：45～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

26 木 ちいちゃいメリーゴーランド(0～2歳)対象 10：15～ 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制2組

10：45～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

※ちいちゃいメリーゴーランドは8月11日(水)10：30から近江八幡図書館カウンターもしくは電話にて申込開始(先着順・市内在住者)

※おはなし研究会のおはなし会は8月4日(水)10：30から近江八幡図書館カウンターもしくは電話にて申込開始(先着順・市内在住者)

近江八幡市立安土図書館
21 土 安土おはなし童話クラブのおはなし会(各回2組) 10：10～ ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ ほか 予約制2組

(※3・4・5歳児対象) 10：30～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

安土おはなし童話クラブのおはなし会(各回2組) 11：10～ ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ ほか 予約制2組

(※小学生対象) 11：30～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

※安土おはなし童話クラブのおはなし会は、8月11日(水)10：30から安土図書館カウンターもしくは電話にて申込開始(先着順・市内在住者)

7 土 夕べのおはなし会 16：30～16：45 怖いおはなしの朗読 ほか 申込各5組

17：00～17：15 (中止の際は怖い本の展示)

12 木 木曜おはなしのじかん(キッズデー) 11：00～11：15 ふれあいあそび・絵本の読みきかせ 申込5組

14 土 おはなしのじかん 14：30～14：45 手あそび・絵本の読みきかせ 申込5組

22 日 夏休み図書館クイズラリー 10：00～17：00 図書館や本のクイズに挑戦しよう♪ 自由参加

28 土 おはなし会 14：30～15：00 絵本の開き読み・紙芝居 ほか 申込20名

草津市立南草津図書館
1 日 夜のおはなし会(二部制) 18：30～18：45 怖いおはなしの朗読 ほか 申込各5組

(※高学年対象) 19：00～19：15 (中止の際は怖い本の展示)

14 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の開き読み・紙芝居 ほか 申込20名

19 木 木曜おはなしのじかん(キッズデー) 11：00～11：15 ふれあいあそび・絵本の読みきかせ 申込5組

22 日 夏休み図書館クイズラリー 10：00～19：00 図書館や本のクイズに挑戦しよう♪ 自由参加

28 土 おはなしのじかん 14：30～14：45 手あそび・絵本の読みきかせ 申込5組

4・18 水 親子で楽しむおはなし会 15：00～ 絵本の読みきかせ 7人まで

25 (※おひざにだっこは1名カウント)

8 日 7がつのおたのしみ　おはなし＆映画会 11：00～ 絵本の読みきかせ・映画上映(内容は未定) 先着36名

栗東市立図書館
8 日 えほんタイム(※3歳以上) 10：30～ 絵本の読み聞かせ・紹介 先着15名

14 土 えほんタイム(※0～2歳向き) 10：30～ 絵本の読み聞かせ・紹介 先着15名

野洲図書館
1・15 日 おはなしの森 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・かみしばい ほか 先着4組まで

22・29

7 土 山本さんの絵本でおはなし会 10：30～11：00 山本忠敬さんののりもの絵本の読み聞かせ 各先着6組まで

14：30～15：00

8 日 山本洋子さん講演会 10：30～12：00 山本忠敬さんの妻・洋子さんによる講演会 先着30名

(※大人対象) (名作誕生のエピソード ほか) (事前申込制)

12 木 ちっちゃなおはなしの森(※0～3歳向け) 11：00～11：20　 乳幼児向けのおはなし会 先着4組まで

草津市立図書館  

守山市立図書館



20 金 おはなしの森(※入園前のお子さん向け) 10：30～10：45 絵本の読み聞かせ ほか 申込制3組

7 土 おはなしどんどんおはなし会 14：00～14：15 絵本の読みきかせ・おりがみ ほか 先着5組

21 土 もものみおはなし会 11：00～11：15 絵本の読みきかせ・紙芝居 ほか　演：もものみ 先着5組

14 土 おはなしかい 14：00～14：15 紙芝居・絵本の読みきかせ ほか 先着4組

7 土 ちびっこ読書クラブ 14：00～14：15 おはなし・絵本・紙芝居 ほか　演：紙ふうせん 先着５組

28 土 紙ふうせんおはなし会 11：00～11：15 おはなし・絵本・紙芝居 ほか　演：紙ふうせん 先着５組

28 土 おはなしたまてばこ　おはなしかい 11：00～11：15 絵本の読み聞かせ ほか 先着15名

28 土 定例おはなし会(※3歳～) 15：00～15：15 絵本の読み聞かせ・おりがみ ほか 先着4組

21 土 おはなし会(※幼児向け) 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

8 日 おはなし会(※幼児・児童向け) 15：30～16：00 おはなし会 自由参加

21 土 おはなし会(※幼児・児童向け) 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

1 日 おはなし会(※幼児・児童向け) 15：30～16：00 おはなし会 自由参加

15 日 おはなし会(※幼児・児童向け) 14：30～15：00 おはなし会 自由参加

21 土 おはなし会(※幼児向け) 10：30～11：00 おはなし会 自由参加

19 木 おはなし会(※乳幼児向け) 10：30～11：00 おはなし会 自由参加

東近江市立八日市図書館
毎週 土 えほんのじかん 14：30～14：45 おはなしや絵本の読み語り(10～15分程度) 自由参加

4 水 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 11：30～11：45 乳幼児向け絵本の読み語り ほか 申込制

(※乳幼児と保護者対象) 親子5組

28 土 おひざでだっこのおはなし会 11：30～11：45 乳幼児向け絵本の読み語り ほか 申込制

(※乳幼児と保護者対象) 親子5組

～31 / 夏休みは図書館へ行こう！スタンプラリー 開館時間中 スタンプラリー 自由参加

(※児童対象)

4・11 水 【関連イベント】スペシャルおはなし会 11：00～11：30 テーマに合わせた絵本の読み語り ほか 自由参加

18 14：00～14：30 (参加した人にはスタンプを押す)※4日は午後のみ

東近江市立永源寺図書館
毎週 土 おはなし会 11：00～11：15 絵本の読み語り・紙芝居 ほか(10～15分程度) 自由参加

12 木 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 11：00～11：15 絵本の読み語り ほか(10～15分程度) 自由参加

～29 / きんぎょはどこ？スタンプラリー 開館時間中 スタンプラリー 自由参加

(※児童対象)

東近江市立愛東図書館
7 土 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 10：30～10：45 絵本の読み語り ほか(10～15分程度) 自由参加

14・28 土 おはなし会 10：30～10：45 おはなし会や絵本の読み語り(10～15分程度) 自由参加

～29 / スタンプラリー　たんじょうびのふしぎなてがみ 開館時間中 スタンプラリー 自由参加

(※児童対象)

東近江市立能登川図書館
毎週 土 おはなしタイム(※3歳児以上が対象) 14：30～14：45 おはなし会(10～15分程度) 自由参加

6 金 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 10：30～ 絵本の読み語り ほか 自由参加

22 日 ライブラリーシアター子ども向け 14：00～ 『ふでこぞうとあいうえお』(29分) 定員15名

東近江市立五個荘図書館
7・14 土 おはなし会 11：00～11：15 絵本の読み語り・紙芝居 ほか(10～15分程度) 自由参加

21

26 木 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 10：30～10：45 絵本の読み語り ほか(10～15分程度) 自由参加

29 日 こどもえいが会 10：30～11：00 『ドラえもん　のび太の魔界大冒険 』(100分) 自由参加

1～26 / えほんのなかまといっしょにあーそぼ 開館時間中 絵本展示やあそびのコーナー等を開催 自由参加

東近江市立蒲生図書館
7・14 土 おはなしの森 11：00～11：15 絵本の読みがたり　ほか(10～15分程度) 自由参加

20 金 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 10：30～10：45 絵本の読み語り ほか(10～15分程度) 自由参加

28 土 もこもこおはなし会 10：30～11：00 ボランティアグループによる絵本の読みがたり　ほか 自由参加

高島市立高島図書室

高島市立新旭図書室

甲賀市水口図書館

甲賀市土山図書館

湖南市立甲西図書館

甲賀市甲賀図書情報館

高島市立マキノ図書館

高島市立今津図書館

甲賀市甲南図書交流館

甲賀市信楽図書館

高島市立朽木図書サロン

高島市立安曇川図書館



東近江市立湖東図書館
4 水 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：15 乳幼児向け絵本の読み語り ほか(10～15分程度) 自由参加

14 土 てんとうむしの紙芝居 15：30～16：00 おはなしボランティアグループによる紙芝居 自由参加

21・28 土 おはなし会 14：30～15：00 絵本の読みがたり ほか(10～15分程度) 自由参加

～29 / スタンプラリー　たんじょうびのふしぎなてがみ 開館時間中 児童対象のスタンプラリー 自由参加

5 木 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 手あそびや赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか 先着6名

(※3歳未満の子どもとその保護者対象)

7・14 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ 先着6名

21 土 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 手あそびや赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか 先着6名

(※3歳未満の子どもとその保護者対象)

愛荘町立図書館
中止

4 水 工作教室 14：00～15：30 工作：きらきら☆えきたいまんげきょう 申込制5名

(※小学生対象) (※持ち物：筆記用具)

21 土 とことこおはなし会 11：00～11：15 絵本の読み聞かせ ほか 先着申込3組

8 日 はやしますみさんワークショップ 13：00～ 行灯を作ろう 人数未定

申込必須

14 土 おはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

20 金 ぴよぴよひよこのおはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

(※0・1・2歳の赤ちゃん向け)

7 土 おはなしのじかん(※乳幼児向け) 10：30～ 絵本や紙芝居の読み聞かせ 先着10名

8 日 映画会 14:30～ 『戦争遺跡』 先着15名

滋賀県立図書館
25～27 ／ 夏休み子どもの本まつり 10：00～16：00 2021年1～8月に刊行された絵本・読み物を 予約優先制

滋賀県立図書館 地下1階 大会議室にて展示 ※先着順

1部 10:00～11:00 　2部 11:00～12:00 ※児童室で

3部 13:00～14:00　 4部 14:00～15:00 　 受付

5部 15:00～16:00

それぞれの部ごとに5組を受付（1組5名程度）

※空きがある場合は 当日でも参加いただけます

～29 / 夏展示「戦争」「こわい話」「お助け本」 開館時間中 戦争・こわい話・宿題のお助けになる本を集め 自由参加

ました。

多賀町立図書館

竜王町立図書館

豊郷町立図書館

甲良立図書館


