
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

15～ おはなし会（※4・5歳～） 15：00～ 絵本の読み聞かせ 自由参加

毎日 （※4/15まで休止中・以降毎日開催予定）

11 土 おはなしタイム(※2歳まで) 10：30～ 手遊び・絵本の読みきかせ 自由参加

　　　　　　　　　(※3歳から) 11：00～               〃 〃

25 土 おはなし会 演：りっとうおはなしグループめるへん

（※幼児向け） 14：00～ おはなし・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

（※小学生向け） 15：00～ 　　　　　　　〃　　　　　　　　 〃

4 土 おはなしタイム 11：00～ 絵本の読みきかせ 自由参加

18 土 おはなし会 11：00～ 演：おはなしグループタンタン 自由参加

絵本の読みきかせ ほか　

4 土 にこにこのじかん（※0歳～どなたでも） 10：30～10：50 演：グループ「にこにこさん」 自由参加

乳幼児向けのおはなし会

5・12 日 おはなしの森 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・かみしばい 自由参加

9 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 自由参加

26 日 えほんとおはなしのじかん　ずくぼんじょ 演：子ども・本・文化を考える会 自由参加

第1部（※0・1・2歳向け） 10：10～10：30 おはなし・絵本の読み聞かせ

第2部（※3・4・5歳向け） 10：40～11：00

第3部（※小学生向け） 11：10～11：40

野洲図書館中主分館
23 木 ちっちゃなおはなしの森ｉｎ中主（※0～3歳向け） 11：00～11：20　 乳幼児向けのおはなし会　 自由参加

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、定例行事はすべて休止します

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

長浜市立湖北図書館

草津市立南草津図書館

守山市立図書館

栗東市立図書館

栗東市立栗東西図書館

野洲図書館

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

長浜市立高月図書館

近江八幡市立近江八幡図書館
近江八幡市立安土図書館

草津市立図書館

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

長浜市立虎姫図書館

        県内児童図書関係行事予定表（2020年4月） 

彦根市立図書館

大津市立図書館
大津市立北図書館
大津市立和邇図書館

長浜市立長浜図書館
長浜市立浅井図書館
長浜市立びわ図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご注意ください！！

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、県は「主催するイベント開催の考え方と開催時の対策」を2月25日
に決定しました。それに従い、県立図書館主催のイベントについては、当面の間は休止・もしくは延期とさせていただいてい
ますが、県内市町立図書館主催のイベントについても同様の可能性がございますので、開催状況については、各館まで直
接お問い合わせください。
（次に記載の情報は、4月1日現在です）



～5/10 ／ 懐かしの絵本の世界展 開館時間中

4 土 おはなしどんどんおはなし会 14：00～14：30 絵本の読みきかせ・おりがみ ほか 自由参加

14 火 乳幼児おはなし広場（※0～2歳向け） 10：30～10：50 演：図書館ボランティア 自由参加

11：00～11：20 絵本の読みきかせ・手遊び ほか

18 土 もものみおはなし会 11：00～11：30 絵本の読みきかせ・紙芝居 ほか　演：もものみ 自由参加

11 土 おはなしかい 14：00～14：30 紙芝居・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

23 木 乳幼児おはなし広場（※0～2歳向け） 10：30～11：00 紙芝居・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

11 土 ちびっこ読書クラブ 14：00～15：00 おはなし・絵本・紙芝居 ・工作　演：紙ふうせん 自由参加

25 土 紙ふうせんおはなし会 11：00～11：30 おはなし・絵本・紙芝居 ほか　演：紙ふうせん 自由参加

26 日 日曜映画会（※子ども向け） 14：00～14：33 「はらぺこあおむし」 自由参加

27 月 乳幼児向けおはなし会（※0～3歳向け） 11：00～11：30 絵本・紙芝居・手あそび ほか 自由参加

11 土 おはなしたいむ(※乳幼児向け) 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊び ほか 自由参加

19 日 ふるるえいがかい 11：00～12：30 「デザインあ」 自由参加

25 土 おはなしたまてばこ　おはなしかい 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

3 金 おひざでだっこのおはなし会（※0～3歳向け） 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・手遊び・おりがみ ほか 自由参加

18 土 となりにおいで 15：00～16：00 読み聞かせ（好きな本を読んでもらえる） 自由参加

25 土 定例おはなし会（※3歳～） 15：00～16：00 絵本の読み聞かせ・おりがみ ほか 自由参加

～4 ／ 多羅尾小学校オペレッタ衣装展 開館時間中 自由参加

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

12 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

28 火 おひざでだっこのおはなし会（※乳幼児向け） 10：30～10：50 おはなし会 〃

11 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

5 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

19 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

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

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

東近江市立永源寺図書館

日野町立図書館
毎週 土 おはなし会 10：30～11：00 絵本・紙芝居・おはなし・手遊び 自由参加

18 土 おひざでだっこのおはなし会 11：15～11：45 絵本・手遊び・わらべうた ほか 自由参加

(※3歳までのお子さんとその保護者対象)

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、定例行事はすべて休止します
湖南市立石部図書館

湖南市立甲西図書館

東近江市立湖東図書館

米原市立山東図書館
米原市立近江図書館
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

東近江市立五個荘図書館

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

甲賀市甲賀図書情報館

甲賀市甲南図書交流館

甲賀市信楽図書館

東近江市立八日市図書館

東近江市立愛東図書館
東近江市立能登川図書館

高島市立マキノ図書館

高島市立今津図書館

高島市立朽木図書サロン

高島市立安曇川図書館

高島市立高島図書室

東近江市立蒲生図書館



毎週 土 おはなし会 14：00～14：30 絵本の読み聞かせ 自由参加

2・16 木 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 手あそび・赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

（※3歳未満の子どもとその保護者対象）

18 土 子ども読書の日おたのしみ会 14：00～ おはなし会と楽しい工作会をします 事前申込必要

滋賀県立図書館
～16 / 「生物多様性の本箱」展 開館時間中 国連生物多様性の10年日本委員会が推薦する 自由参加

～生物多様性の理解のために～ 子供向け図書をあつめました。

17～ / 子ども読書の日記念 開館時間中 『ほんがいっぱい　たのしさいっぱい』に掲載された 自由参加

『ほんがいっぱい　たのしさいっぱい』展 たのしい本をいっぱいあつめました。

多賀町立図書館

竜王町立図書館

愛荘町立秦荘図書館
愛荘町立愛知川図書館

豊郷町立図書館

甲良町立図書館

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、各図書館で開催している定例行事はすべて休止します

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、定例行事はすべて休止します

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、定例行事はすべて休止します


