
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

5 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

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

7・21 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

20 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

20 土 子ども映画会 14：00～15：00 『映画コラショの海底わくわく大冒険』(アニメ/60分） 先着10家族

27 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

28 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

3 水 季節のおはなし会 11：00～11：30 この季節にぴったりなお話をおとどけします。 自由参加

6・20 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

13 土 見聞（ミッキー）シネマ 14：00～14：50 『ざんねんないきもの事典②』（アニメ・50分） 要申込

先着60名

7 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

27 土 ぴよぴよおはなしかい 10：30～10：50 おはなしと絵本の読み聞かせ・ふれあい遊び 先着10組

(※0歳～3歳児向け) ほか

27 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

9 火 おはなし会　ぎゅっ(※0歳～3歳児向け) 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

20 土 おはなし会(※3歳以上対象) 15：00～15：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

テーマ：おいしいもの

27 土 おはなしピクニック 10：10～10：30 絵本の読み聞かせ 申込制各回3組

（※対象4歳～小学生の子どもと保護者） 10：50～11：10 3回に分けて開催。各回とも内容は同じです。 （1組3名以内）

11：30～11：50

3 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組

6 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 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

（※乳幼児と保護者対象） 14：30～15：00 ほか

21 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

27 土 12の月さんのおはなし会 14：00～14：30 絵本の読み聞かせ ほか 先着4組程度

12 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

（※乳幼児と保護者対象） ほか

20 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

7 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

（※乳幼児と保護者対象） ほか

20 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

28 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

17 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

（※乳幼児と保護者対象） ほか

13 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

18 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

（※乳幼児と保護者対象） ほか

大津市立図書館

        県内児童図書関係行事予定表（2021年11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。

長浜市立浅井図書館

長浜市立びわ図書館

長浜市立虎姫図書館

長浜市立湖北図書館

大津市立北図書館

大津市立和邇図書館

大津市立図書館　南郷分館

彦根市立図書館

長浜市立長浜図書館



14 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

27 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

（※乳幼児と保護者対象） ほか

10 水 ちいちゃいおはなしメリーゴーランド 10：15～ 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制2組

(※0～2歳対象) 10：45～ 〃

13 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

おはなし研究会のおはなし会(※2～3歳対象) 10：35～ 〃

おはなし研究会のおはなし会(※4歳以上対象) 11：00～ 〃

25 木 ちいちゃいおはなしメリーゴーランド 10：15～ 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制2組

(※0～2歳対象) 10：45～ 〃

20 土 安土おはなし童話クラブのおはなし会 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

(※小さい子(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 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～ 〃

3 水 絵本のひろば 14：00～14：30 絵本の表紙をたくさん並べています。 申込各5組

14：45～15：15 自由に絵本を楽しもう♪

11 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

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

27 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
13 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

25 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

27 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

毎週 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

（※おひざにだっこは1名カウント）

14 日 11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

13 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

14 日 えほんタイム（※3歳以上対象） 10：30～ 絵本の読み聞かせ・紹介 先着15名

6 土 えほんタイム 10：30～ 絵本の読みきかせ 先着15名

毎週 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

11 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

19 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

6 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

20 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

13 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

13 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

27 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

10/30 ／ 甲賀幼年消防クラブ「しょうぼうの絵」作品展 開館時間中 自由参加

～11/15

27 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

甲賀市信楽図書館

湖南市立甲西図書館

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

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

草津市立図書館  

近江八幡市立近江八幡図書館

※おはなし研究会のおはなし会は11月5日（金）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）

※安土おはなし童話クラブのおはなし会は、11月10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）

近江八幡市立安土図書館

※ちいちゃいおはなしメリーゴーランドは11月5日(金)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）

長浜市立高月図書館



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

14 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

20 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

7・21 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

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

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

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

10 水 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

27 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

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

11 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

6 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

13・27 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

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

5 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

28 日 ライブラリーシアター子ども向け 14：00～ 『バーバパパのアフリカいき』（25分) 定員15名

～28 ／ 秋野亥左牟絵本原画展 開館時間中 自由参加

6・20 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

25 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

28 日 こどもえいが会 10：30～11：00 『ぞうのババール』（50分） 自由参加

6・13 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

19 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

27 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

10 水 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

13 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

20･27 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

21 日 おはなし会ミニ 14：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 先着4組

26～ ／ 心拍数が上がる本特集展示 開館時間中 読んでいて気持ちが落ち着く絵本から 自由参加

ドキドキする絵本までジャンル分けして展示

13 土 親子絵本づくり教室 14：00～ 自分で考えたストーリーと自分で描いた絵で 市内在住

オリジナル絵本を作ります。 申込先着6組

27 土 おはなし会ミニ 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 申込先着4組

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

20 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)

米原市立近江図書館

米原市立山東図書館

東近江市立蒲生図書館

東近江市立湖東図書館

東近江市立八日市図書館

東近江市立永源寺図書館

東近江市立愛東図書館

東近江市立能登川図書館

東近江市立五個荘図書館

高島市立新旭図書室

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



4 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 先着6名

（※3歳未満の子どもとその保護者対象）

6・13 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ 先着6名

20 土 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 先着6名

（※3歳未満の子どもとその保護者対象）

毎週 日 オーダーメイドおはなしかい 20分間程度 絵本の読み聞かせ・手あそび ほか 申込制各2組

随時

※時間は10：30～10：50、11：00～11：20、11：30～11：50、14：00～14：20、14：30～14：50、15：00～15：20より選択

※町内にお住いのお子さんと保護者の方、または図書館の貸出カードをお持ちの方とご家族が対象

5 金 ぴよぴよおはなし会（※乳幼児向け） 10：30～10：45 絵本の読み聞かせ ほか 先着申込3組

10：45～11：00

20 土 とことこおはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ・工作 ほか 申込制5名

～キラキラ☆クリスマスリースを作ろう～

13 土 おはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

19 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）

6 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

滋賀県立図書館
～18 / 読むを楽しむ －本の本－ 開館時間中 本関する本をあつめました。 自由参加

19 金 おはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 先着4組

※おはなし会は、県が示す注意以下のステージでのみ開催。

上記以外の図書館は、新型コロナウィルス感染症対策により、読み聞かせの会やおはなし会ほかは、しばらくの間休止。

竜王町立図書館

愛荘町立秦荘図書館

豊郷町立図書館

甲良町立図書館

多賀町立図書館　


