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項

前橋市立図書館
6.16～7.26
郷土資料室ミニ展示「感染を学ぶ」
7.20～8.23
特設コーナー「戦争・平和を考える」
7.27～8.30
郷土資料室ミニ展示「戦争を思う・知る」
7.31～8.30
特別展示「前橋の軍神」
8.3～8.7
中・高校生を対象にボランティア「図書館サマー・フレンズ」実施
8.13、14、21
なつやすみ映画大作戦
8.20
おしゃべりリプロ「邦楽」
9.27～11.8
ふれあい図書館まつり
9.15～10.6
郷土資料室ミニ展示「もっと！下川淵カルタ」
9.27
「下川淵カルタ」講演会
9.27～11.29
特別展示「包装紙の世界」
10.3
文化講演会・上映会「カランコエの花」
10.3～11.8
特設コーナー「映画：カランコエの花＋手島実優」
10.15
ぷちシネマ
10.25
ビブリオバトル
11.3～11.5
ブックリサイクル
10.14～11.29
郷土資料室ミニ展示「前橋の商店」
11.20
おしゃべりリプロ「旅と地図」
12.1～1.17
郷土資料室ミニ展示「食・観・楽」
1.5～1.7
○○袋 本の福袋の貸出
1.19～3.21
郷土資料室ミニ展示「祝！世界かんがい施設遺産登録「天狗岩用水」」
2.2～2.28
利用者アンケート実施
2.12、2.26、3.5、3.19
「布絵本を作ろう」
3.23～4.30
郷土資料室ミニ展示「発見！前橋城大手門」
3.25
おしゃべりリプロ「ふるさとの山」
●特集棚
「環境月間」（環境森林課連携）、「男女共同参画」（男女共同参画室連携）、「七夕」、「免疫力アップ」、「佐藤惣之
助特集」（前橋文学館連携）、「ウォーキング」（健康増進課連携）、「結核予防週間」（保健予防課連携）、「芸術の
秋」、「認知症」（長寿包括ケア課連携）、
「台湾」（観光振興課連携）、「和ごはん月間」、「子どもを健やかに育むために」（子育て支援課連携）、「女性に対
する暴力をなくそう」（男女共同参画室連携）、「外で元気に！！」「クリスマス特集」、「地球温暖化防止月間」、「胃
腸の日」、「世界エイズデー」（保健予防課連携）、「プロ野球誕生の日」、「渋沢栄一特集」、「生誕 90 周年 有吉佐
和子・小松左京」、「とんちの日＆クイズの日」、「成人の日＆はたちの献血キャンペーン」（生活課連携）、「追悼
安野光雄さん」、「猫の日」、「東日本大震災 10 年」、「耳の日」、「マーサ・ナカムラ展」（前橋文学館連携）、「デビュ
ーの日」、「恐竜の日」、「春」、「いえであそぼう」、「図書館の本をみてこんなのつくってみました」、「163 回芥川賞、
直木賞作品展示」、「課題図書・すいせん図書」、「GO TO トラベル」、「あったかいものはいかが？」、「芥川賞・直
木賞」

前橋こども図書館
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防により、前年度から 6/15 までと 1/12～2/8 まで臨時休館。休館
中は、一部館外サービスを実施。開館中もイベント休止期間有（開催は規模を縮小）。
●こども図書館主催事業
4．1～8
〇〇袋 －新たな本との出会い－
※ こども図書館休館中のため、貸し出しは、東分館で実施。
4．1～8
オーダーメイド〇〇袋
※ こども図書館休館中のため、参加者近隣の分館へ配送し貸し出しを実施。
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6．16～30
8．5
8．7
8．25
10．27
10．28
10．30～11．5
10．30～11．5
11．8
12．1～12．16
12．6
12．6
12．25
3．13
3．25
3．25～
3．25～
3．26
3．27

ミニ〇〇袋
見つけた！お気に入りの一冊 ～親子で体験 読書感想文教室～
釣って、探して、図書館レファレンス
ぬいぐるみのおとまり会
※ 前年度の開催延長事業
読み聞かせボランティア養成講座（初級）
県民の日イベント ころとんからの挑戦状！カードをひいて本をさがせ！
〇〇袋 －新たな本との出会い－
オーダーメイド〇〇袋
こども図書館員
※ 5/5 開催延期事業
スタッフ作成しおり配布
たこさん＆kuku さんのワークショップ＆おはなし会
～消しゴムハンコでクリスマスカード制作とオリジナル紙芝居の上映～
ぬいぐるみのおとまり会
クリスマス特製しおりプレゼント
新小学一年生おはなし会 一年生になるんだもん！
春のこどもフェスティバル おはなし会
〇〇袋 －新たな本との出会い－
オーダーメイド〇〇袋
ぬいぐるみのおとまり会
ワークショップ「絵本作家と妖怪のお面をつくろう！」

●こども図書館協力事業（学校・学生・団体主催事業）
10．24～11．8
まえばしこネコフェス 2020 おすすめえほんのしょうかい
主催：芽部 猫のイラストとともにおすすめ絵本の紹介を展示（貸出可）
12．5
子育て支援ボランティア 親子わくわくフェスタ
群馬医療福祉大学学生ボランティアによる絵本の読み聞かせなど
12．7
群馬医療福祉大学生制作「手作りしおりの配布」協力
●職場体験・総合学習・施設見学等協力事業
8．9
インターシップ（群馬大学生）
※絵本セット貸出作業、特集棚企画作成ほか
3．11
中央中等教育学校３年生（２名）
※研究機関訪問、研究論文発表等
●定期的集会行事
・土曜日 「おはなしの会」
※ 前橋市読み聞かせグループ連絡協議会所属団体によるおはなし会（10～12 月/全 3 回）
・土曜日 「ブックスタート絵本の引き換え＆おはなし会～絵本をひらく体験～」
※ ブックスタートボランティアによる（10～12 月/全 9 回）
・第４日曜日 萠えぎの会による「はじめて絵本のおはなし会」
※ ブックスタートフォローアップ事業 （10～12 月/全 3 回）
・木曜日 たこさんのおはなしや （8～12 月/全 17 回）
・第３金曜日 スマイル♥ハートによる「赤ちゃん絵本のおはなし会」（12 月/全 1 回）
●季節・行事の展示
・規模を縮小したミニ展示（萠えぎの会）
11．9～12．26 クリスマスツリー
12．26～1．11 お正月飾り
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2．2～3．8

ひな人形飾り

●常設展示（野村たかあき/作）
2019．12．5～
絵本「せかいのくにでおめでとう」ほか（執筆原稿など含む）
●企画・季節の行事関連図書の展示（順不同）＜貸出可能＞
2．28～4．11
入園・入学の本
3．4～4．11
交通安全 防犯
3．12～4．12
世界宇宙旅行の本
2．7～4．20
ミキハウス宮沢賢治の本+陣崎草子の絵本（フリッツ・アートセンター宮沢賢治絵本原画展より）
2．29～4．30
春の本
6．16～6．21
父の日
6．16～7．6
つゆ・雨の本
6．16～7．7
たなばた
6．16～7．20
トムとジェリー生誕８０年
6．21～7．23
うみの日
6．16～7．23
夏の星座
6．29～7．27
すいかの日
7．23～8．20
おばけの本
7．23～8．20
山の日
7．3～8．28
自由研究・工作の本
7．20～8．23
戦争と平和
7．3～8．28
自由研究・工作の本
8．6～8．28
今年度以前の課題図書
7．7～8．30
読書感想文の書き方
7．14～8．30
tupera tupera パパパネル展 特集
6．16～8．31
夏の本
6．26～8．31
令和２年度課題図書・すいせん図書
7．27～8．31
野菜の本
8．20～9．30
敬老の日
9．1～9．30
おつきさま、お月見
8．28～9．15
音楽を奏でよう（インターシップ学生制作）
8．25～9．30
ザスパ選手おすすめの本
8．28～10．2
スヌーピー生誕７０周年（10/2 で PEANUTS はコミック生誕 70 周年）
8．20～10．10
運動会の本
9．16～10．18
恐竜の本
10．1～10．31
ハロウィンの本
10．22～11．8
こネコフェス 猫の本（こネコフェスにあわせて展示）
10．27～11．9
～読書週間～ 映像化された本
10．2～11．17
七五三の本
9．1～11．20
秋の本
10．15～11．27
勤労感謝の日
11．9～11．26
おふろの絵本
11．3～11．27
ホテルの本
9．7～12．6
荒井良二の本（フリッツアートセンター開催ポスターとあわせて展示）
11．12～12．10
平成を彩った絵本作家たち
11．23～12．9
人権週間
11．15～12．24
クリスマスの本
12．1～12．14
いわさきちひろ
12．10～1．11
お正月
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12．16～1．14
12．10～1．15
12．26～1．15
12．8～1．15
1．8～2．2
1．19～2．14
11．22～2．15
11．22～2．15
2．9～3．3
2．19～3．15
2．17～3．15
2．19～3．21
2．15～3．22
2．27～3．25

うしの本
感染症
ディズニー
野村たかあき（野村たかあき原画展のポスターもあわせて展示）
節分
バレンタイン
ゆきの本
冬の本
ひなまつり
MOE 絵本屋さん大賞 2020
震災・防災の本 3.11 東日本大震災の本
児童労働
卒業・卒園の本、CD
入園・入学バッグの作り方

前橋市立図書館上川淵分館
7.21～8.23
8.8、8.9
10.24～10.31
12.1～12.25
2.2～2.28

ｘ特設コーナー「戦争・平和を考える」
小学生を対象にボランティア「図書館キッズ」実施
Happy Halloween！
ポップアップクリスマスカード配布
利用者アンケート実施

●特集棚
「夏休みの宿題おたすけ本コーナー」、「らくちん大掃除お助け本コーナー」、「12月によみたい本」

前橋市立図書館下川淵分館
7.21～8.23
8.1～8.22
10.1～11.27
2.1～2.28
3.20～3.21

特設コーナー「戦争・平和を考える」
感想文用の本を探しに見えた方からの選書依頼に応える
消しゴムはんこの展示と栞の配布
利用者アンケート実施
手作りペン立て配布

●特集棚
「子育て本」、「夏休みの宿題」、「探偵は図書館にいる！？」、「いろいろあって今がある」、「おじいちゃん おばあ
ちゃん」、「本の本」、「のりもの」、「お家で芸術」、「かいじゅう・きょうりゅう・ドラゴン」、「年末年始がやってくる！」、「
クリスマス・お正月」、「こころもからだもぽかぽかあったまる本」、「恋愛小説」、「世界の名作・むかしばなし」、「マン
ガでわかりやすく！」、「MOE絵本屋さん大賞」

前橋市立図書館芳賀分館
7.20～8.5
7.20～8.23
10.31～10.31
10.26～11.3
12.19～12.25
2.1～2.28

スタンプラリー
特設コーナー「戦争・平和を考える」
ハッピーハロイン
リサイクル図書の配布
手づくりのクリスマスツリープレゼント
利用者アンケート実施
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3.26～3.30

ロール芯つり動物工作キットの配布

●特集棚
「入園、入学おめでとう」、「ダイエットに挑戦」、「こどもにとって興味ある、そして大切なうんち、おしっこなどこんな
時だから笑っちゃおう」、「お父さん大好き」、「七夕まつり」、「雨の日にちなんだ絵本」、「夏の絵本」、「感想文にお
すすめ」、「自由研究」、「ハロウィン」、「秋の楽しい、おいしい絵本」、「あきのえほん」、「ディズニーの本」、「クリス
マスの絵本」、「お正月の絵本」、「節分と鬼の絵本」、「冬の絵本」、「ことばあそび」、「おひな様の絵本/紙芝居」

前橋市立図書館桂萱分館
7.20～8.23
10.3～11.8
2.2～2.28
2.5～3.31

特設コーナー「戦争・平和を考える」
本を５冊以上借りた方に読書通帳をプレゼント
利用者アンケート実施
展示「女の子って楽しい」

●特集棚
「入園・入学おめでとう」、「春のえほん」、「雨が楽しくなる絵本」、「秋の絵本」、「クリスマスの絵本」、「お正月の絵
本」、「節分の絵本」、「冬の絵本」、「恋の絵本」、「昔ばなし」
●特集棚
「母の日絵本『おかあさん！！』」、「皇室、日本の本『懐かし風景、佳き日本』」、「父の日絵本『おとうさん！！』」、
「発掘！十年以上一度も借りられていない本」、「雨が楽しくなる絵本」、「読書感想文におすすめの一冊」、「読書
感想文応援コーナー」、「こわ～い絵本」、「夏がやってくる」、「おじいちゃんおばあちゃんありがとう」、「お月見絵
本」、「読書から始めるスポーツ」、「秋の絵本」、「あそべる絵本」、「おいしい秋」、「生と死の絵本」、「一度は読ん
でほしい名作絵本」、「図書館スタッフおすすめコーナー」、「クリスマスえほん」、「冬のえほん」、「年末お掃除」、
「正月えほん」、「節分絵本」、「過去の芥川賞・直木賞」、「恋のえほん」、「ナンセンス！こんな絵本はありですか」

前橋市立図書館東分館
7.20～8.23
8.4～8.24
11.24
2.1～2.28
3.9

特設コーナー「戦争・平和を考える」
夏休みの宿題に関する相談
読書感想文におすすめの本のリストを学年別に作成・展示
リサイクルブック配布
利用者アンケート実施
リサイクルブック配布

●特集棚
「ミステリー小説特集」、「家の中でできること特集 (般・児)」、「芥川賞・直木賞・本屋大賞」、「いもとようこ作品」、
「ひんやりスイーツ さっぱりごはん」、「いろいろな図鑑特集（一般・児童）」、「映像化作品特集（映画化・ドラマ
化）」、「おいしそうな食べ物絵本」、「芸術の秋 簡単なイラストから本格的なものまで」、「のりもの絵本 電車など」、
「きれいな景色の本特集」、「お掃除と片づけの本」、「クリスマスの絵本」、「免疫力を高める食事」、「家飲み特集
おつまみ料理、お酒の本など」、「お正月と干支の絵本」、「バレンタイン・お菓子作り」、「お菓子や甘いものの絵
本」、「貸出回数 0 回の本」、「ねこの本（一般書・小説）」、「ねこがでてくるおはなし（児童書・絵本）」
●特集棚
「会社の仕組み・社会や経済の基本などに関する本」、「花粉症対策」、「スマホ・インターネットの使い方の本特
集」、「のりもの絵本特集」、「本屋大賞ノミネート作品特集（～2019）」、「季節の変わり目に免疫力を高める、自律
神経を整える」、「お花・虫の絵本」、「お気に入り絵本総選挙(東分館で人気の絵本)」、「おりがみ特集(大人向け
中心)」、「ノンフィクション・ルポルタージュ特集」、「体操・ストレッチの本」、「梅雨関連の絵本」、「課題・すいせん
図書」、「キャンプ・アウトドア特集」、「夏バテ対策」、「月が出てくる絵本」、「アンソロジー特集」、「簡単・時短料理
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特集」、「敬老の日 読書のすすめ」、「『お金』を見直そう」、「大人が読んでも面白いユニーク絵本」、「ちょっとお
でかけ特集」、「災害に備えよう」、「犬の絵本」、「日本文学に親しもう」、「大掃除・片づけ」、「クリスマス関連」、「冬
アウトドア特集」、「健康料理 免疫力アップ」、「美術入門 美術館へ行こう」、「バレンタイン・お菓子作り特集」、
「東分館貸出ベスト(一般書・分類別)」、「東分館で貸出の多い絵本」、「外国語に親しもう（絵本・児童書）」

前橋市立図書館元総社分館
7.21～8.5
7.21～8.23
10.27～11.8
12.1～12.6
2.2～2.28

夏休み宿題応援！
特設コーナー「戦争・平和を考える」
「どんな本かな？○○（まるまる）袋」
ツリーのオーナメントとリサイクル図書のセットプレゼント
利用者アンケート実施

●特集棚
「新生活応援！特集」、「入園・入学の絵本」、「群馬の魅力 再発見」、「学習まんがシリーズ」、「父の日の絵本」、「
雨の日の本」、「おかあさん応援本」、「夏の絵本」、「怪談・こわ～い本」、「秋のおすすめ絵本」、「ハロウィンの絵本
」、「おはなし会で人気の絵本」、勤労感謝の日特集「仕事の本」、「クリスマスの絵本」、「年末・年始特集一般書」、
「年越し・お正月の絵本」、「風邪・インフルエンザに気をつけよう」、ミニコーナー「本ができるまで～製本の世界～
」、「節分・おにの本」、ミニコーナー「猫・ねこ・ネコ～癒しのねこ！～」、「ウシの本」、「バレンタインの絵本」、「冬に
おすすめの絵本」、ミニコーナー「おカネにまつわる本」、「ひな祭りの絵本・紙芝居」、ミニコーナー「花のあるくらし
」、「入園準備の通園バッグ」

前橋市立図書館総社分館
7.21～8.23
8.12～8.30
11.27～12.13
2.2～2.28

特設コーナー「戦争・平和を考える」
「みんなの読んでいる本をおしえて」
「おウチでつくろう！えんとつサンタのとびだすカード」
利用者アンケート実施

●特集棚
「はるのえほん」さくら・たんぽぽ・おたまじゃくしなど、「入園・入学応援コーナー」、「エリック・カールさんの絵本」、
「おやつのえほん」、「おうちで楽しもう」、「先人に学ぶ」、「梅雨の絵本」あめ・カエル・かたつむり、「かこさとしさん
のえほん」、「はちゅうるい（カメ・ワニ・ヘビなど）のえほん」、「直木賞受賞作家馳星周特集」、「過去の課題図書」コ
ーナー、「みんなが読んだ本を教えて」、「ねこのえほん」、「くだもののえほん」、「太古の世界」、「秋を楽しもう」、
「あきのえほん」月・秋の虫、「ほかほかごはん」、「星空をながめてみよう」、「いぬのえほん」、「おふろのえほん」、
「クリスマスの本棚」、「年末までに 片付け・お掃除」、「うしのえほん」十二支の絵本も展示、「日本の神様」、「かが
くのとも傑作集」、「うさぎのえほん」、「手作りに挑戦！チョコ&クッキー」、「ふゆのえほん」正月・雪・スキー・節分な
ど、「芥川賞・直木賞特集」、「むしのえほん」、「いもとようこさんの絵本」

前橋市立図書館南橘分館
7.16～8.23
2.2～2.28
2.16～2.28

特設コーナー「戦争・平和を考える」
利用者アンケート実施
本の福袋「〇〇袋」

●特集棚
「新学期だ！ワォー」、「あきやまただしの本」、「おとうさんの本」、「あめの本」、「夏によみたい本」、「秋の本」、「クリ
スマスの本」、テーマ展示「たのしいお正月」、「映画化・ドラマ化された原作本」、「冬によみたい本」、「春になった
ら読みたい本」
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前橋市立図書館清里分館
7.20～8.23
11.1～11.7
12.19～12.20
2.1～2.28
3.27～3.28

特設コーナー「戦争・平和を考える」
読書週間分館行事 3 種類の手作りしおりのプレゼント"
サンタクロースのオーナメント配布
利用者アンケート実施
リサイクル本としおりの配布（本を借りてくださった方に）

前橋市立図書館城南分館
7.23～8.23
10.27～11.9
1.5～1.11
2.1～2.28

特設コーナー「戦争・平和を考える」
城南分館オリジナル利用カードケースプレゼント
城南分館オリジナル「ミニカレンダー手帳」をプレゼント
利用者アンケート実施

●特集棚
「春・花、はな、そしてハナ…etc.」、「秋・ＡＲＴ」、「冬・もふっ『あたたかい動物たち』」

前橋市立図書館大胡分館
7.20～8.23
10.27～11.8
12.19～12.22
2.2～2.28

特設コーナー「戦争・平和を考える」
読書週間行事 手作りしおり配布
手作りの「クリスマスツリー」プレゼント
利用者アンケート実施

●特集棚
「春のえほん」、「にゅうえん・にゅうがくの絵本」、「お父さんに関する絵本」、「七夕に関する絵本」、「雨に関する絵
本」、「夏の絵本」、「工作と自由研究の本」、「秋のえほん」、「クリスマスの絵本」、「お正月に関する絵本」、「冬・雪
の絵本」、「節分とオニの絵本」

前橋市立図書館宮城分館
7.20～8.31
7.20～8.23
8.4、8.7
10.2～11.30
12.6～12.25
2.1～2.28
3.1～3.15

夏季分館行事「ブックラリー開催」
特設コーナー「戦争・平和を考える」
小学生を対象にボランティア「図書館キッズ」実施
読書週間行事 絵本と小説の特設コーナー設置
「ツリーを飾ろう！」
利用者アンケート実施
「読書通帳プレゼント」

●特集棚
「お仕事小説」、「お父さん」絵本、「七夕」に関する絵本特集、「心温まる小説特集」、「雨」に関する絵本特集、「怖
い小説」、「食べ物」に関する絵本特集、「おじいちゃん・おばあちゃん」に関する絵本特集、「旅」をテーマにした
小説特集、「ハロウィンと魔女」に関する絵本特集、「秋」を感じる絵本、「クリスマスの絵本」、「お正月の絵本」、「短
編小説特集」、「節分」、「オニ」に関する絵本、「冬の絵本」、「ひな祭り・おんなの子」の絵本

前橋市立図書館粕川分館
7.20～8.23

特設コーナー「戦争・平和を考える」
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10.27～11.9
12.15～12.25
2.1～2.28
3.12～3.14

読書週間スタンプラリー
「冬の分館行事」クリスマス飾りのプレゼント
利用者アンケート実施
「春の分館行事」ハートのオーナメントと折紙の手作りチョコレートのプレゼント

●特集棚
季節の絵本「はるのえほん」、「父の日」の絵本、「七夕」の絵本、季節の絵本「あきのえほん」、「クリスマスの絵本」、
「お正月」の絵本、季節の絵本「ふゆのえほん」、「節分・ひな祭り」の絵本

前橋市立図書館富士見分館
6.6～7.8
7.20～8.23
8.19、8.20、8.21
11.3～11.3
10.13～11.8
10.13～11.8
11.22
12.1～12.2
2.2～2.28

児童書コーナー七夕の短冊を書いてもらい、館内に飾りました
特設コーナー「戦争・平和を考える」
小学生を対象にボランティア「図書館キッズ」実施
読書週間分館行事 しおりづくり"
読書週間行事 展示「本を味方につける本」
「みんな、何読んでる？」
しおりづくり
「クリスマスツリーをつくろう」
利用者アンケート実施

●特集棚
「文具」、「やってみよう、お手伝い」、「君に贈る本」、「追悼手島悠介」、「163回芥川賞・直木賞作家の作品を展示」
、「怖2020」怖い小説や絵本を展示、「夏のおすすめ2020」児童書のミステリーや青春小説を展示、「追悼外山滋比
古」、「月の本」、「ハロウィン」、「クリスマス特集」絵本を中心に選定、「全米図書賞を、今年受賞した柳美里と、２年
前に受賞した多和田葉子の特集」、「楽しく働こう」12月のハラスメント撲滅月間に合わせて設置、「お正月の絵本」
、「年末年始のおすすめ」ミステリーを中心に選書、164回芥川賞・直木賞作家の作品を展示

前橋市立図書館総合教育プラザ分館
4.27～5.6
7.20～8.23
8.3、8.4
8.16、8.17、8.18
12.14、12.15
2.2～2.28

本を5冊以上借りた小学生以下の利用者に折り紙の小物等プレゼント
特設コーナー「戦争・平和を考える」
工作「写真立てや貝殻付クリップのデコレーション」
小学生を対象にボランティア「図書館キッズ」を実施
工作「クリスマスツリーの飾り作り」
利用者アンケート実施

高崎市立中央図書館
4.7
市内小学校新一年生にブックリスト「いちねんせいの本」配布
4.13、6.15、8.14、10.15、12.15、2.16
市内学校図書館指導員にがっこう⇔たかさきとしょかん通信配布
5.16～R3.4.13
子ども読書週間に合わせてＲ1 年度児童書･絵本ベストリーダー掲示
7.21～8.31
おうちでたのしむ としょかんたんけん
7.30、2.24
としょかん日和発行
8.4、8.5
本の福袋
8.6
おうちでつくろう 工作コーナー 工作キット配布
9.10、9.24、10.8、10.22，10.29 古文書解読入門講座
9.25
みんなで楽しむ朗読会
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○絵本の読み聞かせ

①毎月第 3 火曜日午後（ボランティア）
②木曜日午前（ボランティア）
○絵本の読書相談
毎月第 4 土曜日午後(寺澤先生)
〇読書会
毎月第 3 木曜日
○職場体験ボランティア・インターンシップ・職場研修等受入

高崎市立箕郷図書館
6.27～7.12
11.8～11.14
1.5～1.9

笹に願い事をかざろう
おとなの読書手帖配布 33 冊
本の福袋貸出 31 袋（子ども用 20 袋、大人用 11 袋）

〇「読書ノート」の配布
〇 みさと風の発行

通年 35 冊
4 月，7 月，10 月，1 月 年 4 回

高崎市立群馬図書館
6.25～7.7
10.27～11.8
12.5～12.23
〇毎月第１土曜日

七夕の短冊飾り
読書週間
ぬりえ大会
読書会

高崎市立新町図書館
4月
5.16～6.30
10.27～11.9
11.1～12.10
1.24～3.3

新町図書館だより発行
春のこども読書週間「がんばった手帳」配布
秋の読書週間「がんばった手帳」配布
雑誌・図書リサイクル本配布
新町ひなまつり（ひな人形の展示）

高崎市立榛名図書館
10.24～11.8
12.12～12.13

1.9～1.13

秋の読書週間企画「図書館の達人になろう！」館内でクイズを出題、参加記念品あり
「本の福袋（クリスマス福袋）」
「冬」をテーマとして「幼児向け」と「小学校低学年向け」に対象年齢分けした福袋（各２冊入)
をそれぞれ１５袋（３０人分）に番号札付けで用意し、子どもがくじを引いて、貸出す
※袋は豆サンタ柄で番号札はツリーの形、手作りプラ板サンタのキーホルダープレゼント付き
「古本市」図書館で使用していた本や雑誌などの無料配布

○１０月第３日曜日のみ 地域ボランティアによる絵本の読み聞かせやパネルシアター
○かんたん工作コーナー 8月～2月の間、幼児でも、気軽で、簡単に楽しく工作ができるコーナーを設置

高崎市立山種記念吉井図書館
6.1～2.28
8.8～9.24
9.1～12.27
10.21～11.25
10.29～11.19

やまたね40周年スタンプラリー
リサイクル図書、雑誌配布
創立40周年記念吉井町お散歩スポットシールラリー
小学校図書館見学
幼稚園図書館見学
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12.5～12.24
1.5～1.6
1.5～1.24

ルービックキューブ（おりがみ）配布
お楽しみ福袋配布
干支しおり配布

桐生市立図書館
9.24
幼児とママのプラネタリウム
10.29 ,11.4, 11.12, 11.26, 12.11, 1.8, 2.12
桐生に伝わる民話を聞こう
3.13
オンラインおはなし会
○７月～１１月

第２土曜日、日曜日 第４土曜日、日曜日 プラネタリウム定時投影 ２０回
随時 プラネタリウム団体投影 ２回
○ブックスタート事業 １０回
○『桐生市立図書館郷土資料調査事業資料集 第6集 群馬県立歴史博物館所蔵 新居喜左衛門役
用日記（二）原文編』の刊行
○毎月１回
図書館だよりの発行
○４月、７月～３月第１土曜日から８日間 リユース雑誌の配布
○高齢者福祉施設等への団体貸出
〇放課後児童クラブへの団体貸出
〇放課後子供教室への団体貸出

桐生市立新里図書館
○ブックスタート事業 ９回

伊勢崎市図書館
6.29～7.7
7.17
8.1
8.1～8.31
8.15
9.5～9.16
9.26～10.11
9.29～11.1
10.31
10.31～11.2
11.3～11.10
11.12～12.6
11.17
11.28
1.4～6.29
11.24～1.15
1.5～1.10
1.16～2.9
1.14～3.11
2.12～3.15
3.6
3.26

七夕飾り設置
図書消毒機設置
読書感想文の書き方講座（会場受講・動画視聴）
展示「家族ふれあい読書新聞展」
「本のお楽しみ袋」貸し出し（子ども向け）
展示「自殺予防パネル展」
展示「がん予防パネル展」
展示「いせさき銘仙を使った大型布絵本展」
市民読書会：テキスト「逆ソクラテス（伊坂幸太郎 著）」
「本のお楽しみ袋」貸し出し（大人向け、子ども向け）
図書館システムリプレイス作業
展示「家族ふれあい読書新聞展」
いせさき学習堂 文学歴史講座「明智光秀をテーマとした講座」（会場受講・動画視聴）
「家族ふれあい読書新聞」最優秀賞受賞者交流会
伊勢崎市図書館の回顧録・写真募集（伊勢崎市図書館開館１００周年記念事業）
展示「大正・昭和の児童雑誌展」
「本の福袋」貸し出し（大人向け、子ども向け）
展示「郷土かるたと、ドラえもんに関連する資料展」
いせさき学習堂「古文書入門講座」（全８回、動画視聴のみ）
伊勢崎銘仙柄の読書通帳を限定配布
いせさき学習堂 郷土文化講座「世界から見る銘仙、銘仙から見る世界」（オンライン受講・動
画視聴）
伊勢崎市図書館２階に、寄贈された｢正田壤｣の絵画を常時展示（伊勢崎市図書館開館１００
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周年記念事業）
○ブックスタート事業（10か月健康相談対象児に絵本の配布）
○館報「図書館だより」発行（毎月）
○特設コーナー、特集コーナーの設置（毎月）
○リサイクル雑誌の配布（随時）

伊勢崎市赤堀図書館
8.1
8.1～8.23
8.2
8.8
8.11
9.12
9.26～10.31
11.1～11.30
11.3～11.10
11.11～11.29
12.21～3.22
1.6～1.10

読書感想文の書き方講座（会場受講・動画視聴）
展示「図書館を使った“調べる”学習コンクール入賞作品」
ポップアップカードを作ろう
上映会「みんなでシネマ」の開催
リサイクル図書配布
オリジナルの皿を作ってみよう
展示「ちょこっとハロウィン」
リサイクル図書配布
図書館システムリプレイス作業
あかぼり図書館文化祭
リサイクル図書配布
「本の福袋」貸し出し（大人向け、子ども向け）

○館報「図書館だより」発行（毎月）

伊勢崎市あずま図書館
8.1
8.1～8.23
8.5～8.19
10.9
11.3～11.10
12.12～
1.5～1.10
2.24～3.14

読書感想文の書き方講座（会場受講・動画視聴）
夏休み昆虫写真展
夏休み特別アニメシアター上映会（毎週水曜日）
あずま北小学校図書館たんけん
図書館システムリプレイス作業
雑誌・リサイクル本無料配布（随時）
「本の福袋」貸し出し（大人向け、子ども向け）
いせさき銘仙作品展

〇ブックスタート事業（１０か月健康相談対象児に絵本の配布）
〇館報「図書館だより」発行（毎月）
〇児童書・一般書の特集コーナーを設置（毎月）
〇毎月第３日曜日アニメシアター

伊勢崎市境図書館
6.26～7.12
8.1
8.1～8.23
8.16
9.1～9.20
10.10～10.31
11.3～11.10
11.11～11.27
11.28～12.25

館内季節展示（七夕飾り設置）
読書感想文の書き方講座（会場受講・動画視聴）
ミニ企画「図書館で昆虫採集！？」（折り紙の昆虫プレゼント）
夏休み特別映画会
ミニ企画「おじいちゃんとおばあちゃんにカードを贈ろう！」
ミニ企画「ハッピーハロウィン・ブックオアトリート」（本の展示、しおりプレゼント）
図書館システムリプレイス作業
ミニ企画「英字新聞でエコバッグを作ろう」
館内季節展示（クリスマスツリー等設置）
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12.1～12.25
1.5～1.10

ミニ企画（クリスマス事業「リースの塗り絵」）
「本の福袋」貸し出し（大人向け、子ども向け）

〇館報「図書館だより」発行（毎月）
〇特設コーナー、特集コーナーの設置（毎月）
〇図書館ぎゃらりー（写真・絵・工作等の作品展示）
〇境図書館短歌教室
〇境図書館俳句教室
○偶数月第２日曜日 名作映画会の開催（８月、１０月、１２月）
○奇数月第４土曜日 親子映画会の開催（７月、９月、１１月、３月）

太田市立中央図書館
7.1
8.8
8.4～8.30
8.28～9.27
10.1～11.25
11.10～11.29
11.27～1.27
12.19～1.10
○随時

普及・利用促進事業「1年生のみなさんへ図書館行こう」
読書感想文書き方教室
子ども本のいちば
「日本100名城パネル展(中国地方)」
パネル展「金山の大手道を探る」
本のいちば
江戸の文化人落款印模刻展
土屋文明記念文学館移動展
ブックスタート

太田市立尾島図書館
6.27～7.31
7.14
7.14
8.6～9.20
8.11～8.31
10.4～10.31
11.1～12.4
12.5～12.25
2.3～2.25
2.27～3.26
〇随時

利用者参加型企画展「星に願いを」
なつやすみ読書チャレンジブック
普及・利用促進事業「1年生のみなさんへ 図書館へ行こう！」
古本市
利用者参加型企画展「尾島水族館」
利用者参加型企画展「おじまとしょかん みんなでハロウィーン！！」
古本市
利用者参加型企画展「みんなでクリスマスのかざりをつけよう！」
利用者参加型企画展「ハートの木をみんなで完成させてね」
古本市
ブックスタート

太田市立新田図書館
8.8
12.19

夏休み福袋
クリスマス福袋

太田市立藪塚本町図書館
11.19～3.31
7.22
○随時

古本市（図書館玄関風除室内）
藪塚地区内 小学校１年生の皆さんへ「図書館へ行こう」チラシ配布
藪塚本町地区内 ブックスタート
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太田市美術館・図書館
企画コーナー
4. 1～ 4.19
5.12～ 6. 7
6. 9～ 7. 5
7.11～ 8.23
7.29～ 8.23
7.29～ 8.23
8.26～10.25
10.28～12.13
12.15～ 1.24
1.30～ 3.28

自閉症・発達障害啓発デー関連本特集
こども読書週間特集
隠れた推し本特集
図書館うさぎといく南米の旅特集
戦争と平和vol.3
読書感想文おすすめ本
LIFESTYLE暮らすこと。特集
ベートーヴェン生誕250周年企画 人生という旅に音楽を
BOLOGNA 2020 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展特集
テアトル ポッポ オオタ特集

イベント
9.24～ 11.7
11.14～11.28
8.2・9
8.23～8.24
12.12
3.13

本でつながるイベントvol.1 図書館まつり
参加者 180人
本でつながるイベントvol.2 世界のバリアフリー児童図書展 参加者 987人
親子で学ぶ・読書感想文の書き方ワークショップ
参加者 19組（43人）
古雑誌市
来場者 360人 配布数1,480冊
本でつながるイベントvol.3 冬のおはなし会
参加者 48人
本でつながるイベントvol.4 からすのおはなし会
参加者 29人

〇スタッフおはなし会
毎月第２、第４木曜日に実施（全5回） 参加者計49人
おうちdeおはなし会（全6回）
〇ボランティアおはなし会
毎月第１、第３日曜日に実施（全4回） 参加者計34人

沼田市立図書館
8.1～8.28
10.30

スタンプイベント（夏休みの子供向け事業）集めたスタンプの数に応じて記念品贈呈
古雑誌市 廃棄雑誌の無料配布

〇ブックスタート事業 ４ヶ月健康診査該当児とその親を対象に実施 ２２５人
〇優良読書児童の表彰 対象者：中学生以下 ２９９人
〇毎月第１・３土曜日 おはなしポケット（沼田読み聞かせの会がボランティアにて開催）
〇読書通帳の配布 １８３冊
〇「科学道１００冊２０２０」の展示
〇一般書フロアでの定期的特集（２ヶ月ごと）に加え、一般書・児童書ともに季節の行事や話題になった事柄などを
取り上げた特集を随時展示
〇職場体験・施設見学の受け入れ
〇館報「ほんのもり通信」発行（年６回）

館林市立図書館
7.28

7.31

読書感想文の書き方講座 動画配信（講師：廣瀬均）
・館林ケーブルテレビ放映 7/20～8/2
・館林ケーブルテレビ動画チャンネル配信 7/21～8/31
・館林市公式動画チャンネル配信 7/21～8/31
映画会用天井設置プロジェクター交換
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10.10～11.8
10.10
10.25
11.1
11.3
11.6～12.27
11.21～12.12
12.14
12.19
2.5
2.27～3.13
3.6

図書館フェスティバル「ブックコーティング」「本の修理サービス」
図書館フェスティバル「子ども音読・朗読教室」（講師：針谷範子）
図書館フェスティバル「大人のための朗読会」（出演：ゆうの会）
Wi-Fiアクセス環境導入（コロナ交付金による）
著者を囲む会「対話して行動するチームのつくり方」（講師：橋本淳司）
「読書通帳（冬版）」の配布
クリスマスおはなし会
１階閲覧席にカウンターテーブル６台設置。中庭にガーデンテーブル２セット設置。
（コロナ交付金による）
2階学習席、椅子13脚買換え
学校図書館関係者研修会（講師：針谷範子）
読書感想画展
来館者検温用サーマルカメラ設置（コロナ交付金による）

○夏休み等 子ども映画会（※コロナのため中止あり）
○毎月第１・３水・日曜日 映画会（※コロナのため中止あり）
○毎週土曜日 お話しと紙芝居の会（※コロナのため中止あり）
○毎月１回 ブックスタート（※コロナのため保健師による本のプレゼントのみ）

渋川市立図書館
3/27～4/22
3/27～10/31
5/19～31
6/2
6/2～25
6/26～7/7
6/26～7/22
7/23～
7/31～8/26
8/27～9/30
8/28～9/22
9/24～10/13
9/27
10/4
10/13
10/23
10/23～31
10/31～1/12
11/1
11/1～25
11/4～12/26
11/27
11/27～12/26
12/1～27
1/4
1/4～27

展示「図書館千本桜」
展示「新型コロナウィルス撤退！手洗い・うがい・おまじない！」
「今日は何の日？カレンダー」
展示「せめて旅する本の中」
課題図書貸出開始
展示「『嘉祥菓子』で疫病退散」
七夕飾り展示
展示「かき氷＆あずきで無病息災！」
「怖袋」の貸出
「ああ、なつやすみ」子どもの夏休みを応援する本の展示
学校図書館(室)運営に関するアンケート
展示「月見る月はこの月の月」
展示「今、大正時代がアツい！」
ビデオテープ貸出し終了
「ほん気で遊ぼう！秋の子ども図書館まつり」
ビデオテープ館内利用終了
フリーWi-Fi 運用開始
展示「ハロウィン」
展示「日本のまんなかで『助けて』と叫ぶ。伊香保と小樽が、大変だ！」（第２回渋川市立図書
館・市立小樽図書館コラボ展示）
古本市
展示「秋といえば…」
展示「鉄道ＳＬ展」
図書館ボランティア講座（ビブリオバトル入門講座）
展示「クリスマス」
展示「冬のおとも」
展示「“まもるくん”のおすすめ本」
図書館福袋の貸出
展示「障害を知るための本」
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展示「ショートストーリー」
1/4～2/18
展示「ふしぎないきものの世界」
1/13～17
市民による生け花展
1/18～27
展示「追悼・安野光雅の世界を旅する」
1/29～2/18
展示「おうちでできるモン☆」
展示「お菓子の本」
2/26～3/4
展示「おとなも楽しむひなまつり」
2/26～3/24
展示「もうすぐ春ですねぇ♪」
展示「ひなまつり」
展示「のりものの本」
3/4～24
展示「あれから１０年…３．１１東日本大震災」
3/26～
展示「青天を衝け ありったけの渋沢栄一！」
3/26～4/21
展示「この本、知ってる？」
展示「春がきた」
3/26～4/28
展示「４月１４日発表！本屋大賞２０２１！」
○ブックスタート事業 毎月行われる「６か月児健康相談」時に実施。ブックスタート実施後のアンケートを「１０か月
児健康診査」「３歳児健康診査」時に行い、家庭での読み聞かせ唐についての調査を実施。
○おはなし会 毎月第１・３土曜日（「ボランティアグループ萌えの子」による読み語り）
○子ども映画会 毎月第２土曜日
○映画鑑賞会 毎月第３日曜日
○職場体験学習等 小学校の来館受付
○絵本の日出張図書館（子育て支援総合センター内） 毎月第４火曜日
○市内小中学校より花のプランター寄贈
○市民グループによる対話・交流イベント 月１回程度実施
○ステイホームライブラリー事業（7/1～3/31）

渋川市立北橘図書館
4.21～30
8.8～23
9.12
11.21
12.10
12.22
3.10～19

蔵書点検
古本市（保存期限切れ雑誌、寄付本等を無料配布）
おはなし会（読み聞かせ）
おはなし会（読み聞かせ）
新一年生図書利用券交付（渋川市橘北小学校・ガイダンスの代替として実施）
新一年生図書館利用ガイダンス（渋川市橘小学校）
古本市（保存期限切れ雑誌、寄付本等を無料配布）

藤岡市立図書館
○おはなしの会（読み聞かせ） 中止（通年）
8.4～8.30
図書展示「御巣鷹山日航機墜落事故から35年」
○「夏休みこども上映会」中止
○「読書感想文書き方教室」中止
○あそびの学校「紙芝居の出前公演」中止
10.27～11.9
図書展示「これが私の押し本です」
10.17
図書館開館30周年記念事業「サンドアート実演会」
演目：群馬の風景、シンデレラ
出演：サンドアートパフォーマー 綾砂（ayasa）
11.1
教育の日制定記念「古本市」（事前予約制）
11.21
図書館開館30周年記念事業「作家講演会」
演題：ひとり歩きする作品たち～映像化と翻訳出版の裏側～
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講師：横山秀夫／会場：市民ホール
12.6
図書館開館30周年記念事業「人形劇」
演目：「ねずみのすもう」「ちからもち太郎」
出演：やまねこ座-人形劇工房12.19
あそびの学校「紙芝居の出前公演」
演目：「てぶくろをかいに」「ごんぎつね」「じごくのそうべえ」
2.23～3.7
小中学校読書感想画展
2.27
図書館講座「古典に親しむ」
講師：案田順子
内容：「きずな」と「ほだし」に揺れる心模様
○「古典落語を楽しもう」中止
3.27
あそびの学校「紙芝居の出前公演」
演目：「うぐいす」「ガマの油売り」他

富岡市立図書館
6.11～7.1
8.19～9.21
10.27～
10.29
10.27～12.28

教科書の展示
リサイクル（関係機関へ）
お楽しみ袋（本の福袋）
市内小学生の見学
リサイクル（利用者へ）ガラスケース展示と連動

安中市図書館
○読書週間期間 推薦図書の展示
○夏休み期間
リサイクル図書の配布
○8月前半
原爆写真パネル展示
その他、例年実施のイベントはコロナ禍で中止

安中市松井田図書館
・こどもの読書週間期間：特製しおりプレゼント、推薦図書の展示（通年）
※例年開催のイベントは新型感染症 感染拡大防止のため中止

みどり市立笠懸図書館
4.1～5.19
新型コロナウイルス対策のため臨時休館（休館中に蔵書点検実施）
10.27～11.27
秋の読書週間イベント（児童スタンプ）
11.6
古本市
12.4
古本市
12.15～27
倍貸し
3.9～3.31
読み聞かせ動画の公開（ウラパンオコサ かずあそび）
○ブックスタートについては集団での開催を見合わせ、個別に対応。

みどり市立大間々図書館
4.14～26
4.21
4.22

蔵書点検
赤城保育園配本（100冊）
大間々保育園配本（160冊）
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4.30
大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
5.13
柏東保育園配本（100冊）
5.27
大間々南幼稚園配本（100冊+大型絵本2冊）
5.29
大間々北小学校配本（180冊）
6.17
大間々東小学校配本(500冊）
6.24
大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
7.14
大間々中学校配本（200冊）
7.15
大間々保育園配本（160冊）
7.16
大間々南小学校配本（500冊）・二葉保育園配本（100冊）
7.17
赤城保育園配本（１１０冊）
7.28
大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
8.5～9.30
2倍貸し出し券付きレシート発行（59名利用）
8.6
第1回 図書館協議会
8.27
大間々東中学校配本（200冊）・柏東保育園配本（１００冊）
8.28
大間々南幼稚園配本（100冊+大型絵本2冊）
9.16
第2回 図書館協議会
9.29
大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
10.24～31
マスクDEハロウィン（延べ546名参加）
10.27
赤城保育園配本（１１０冊）・大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
10.27～11.22
秋の読書週間スタンプラリー（40名）
10.28
大間々保育園配本（160冊）
10.30
大間々北小学校2年まちたんけん 児童34名+引率3名
11.13
大間々南小学校町たんけん 児童6名＋引率2名
11.20
ミニ古本マーケット
11.25
二葉保育園配本（100冊）・大間々南幼稚園配本（100冊+大型絵本2冊）
11.27
柏東保育園配本（１００冊）・大間々北小学校配本（180冊）
12.15～20
ふろっくブックロー（貸出80人 607冊（警戒度4により6日で終了））
12.15～27
年末年始 倍貸し出し
12.17
大間々東小学校配本(500冊）
12.18
ミニ古本マーケッ
12.19～25
マスクDEクリスマス（延べ388名）
1.5・6
年明け、レシートおみくじ ﾚｼｰﾄに大吉が出た人：本のｶﾊﾞｰで作った袋ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
1.19
大間々東中学校配本（200冊）
1.26
大間々保育園配本（160冊）
1.27
大間々中学校配本（200冊）・赤城保育園配本（１１０冊）
1.29
大間々南小学校配本（500冊）
2.16
電子図書館開館
2.16～24
人権展
2.25
大間々南幼稚園配本（100冊+大型絵本2冊）
2.26
柏東保育園配本（１００冊）
3.6
第3回 図書館協議会（書面開催のため書類送付）
3.17
二葉保育園 配本（100冊）
3.24
大間々南幼稚園配本（大型絵本2冊）
3.27～5.30
こどもの読書週間 春の図書館ミッション（～5.30）
○ブックスタート（本の配布のみ）

吉岡町図書館
6.2～
8.1～

読書通帳配布 先着100名
ブックリサイクル・・・再利用本 （一般書 948册・児童書 1003册）
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8.1～
8.1～8.26
10.11
12.5～
1.7
2.1～

雑誌リサイクル・・・再利用雑誌 975冊
雑誌付録抽選会・・・・
766人
おねえさんたちの手作り紙芝居・・・・ 28人
クリスマス会（わらべの会） ・・・ 32人（大人 12人・子供 20人）
本の福袋・・・・大人２０セット・子供２０セット
ブックリサイクル・再利用本（一般書 744冊 児童書 418冊）

上野村図書館
毎週月・木曜日
毎月第二水曜日
8.19
10.20～11.16

赤ちゃんのおはなし会
こころを育むわらべうた連続講座 外部講師
夏休み染め物教室
上野村読書推進スローガンコンテスト実施

甘楽町図書館
5.26～3.31
5.26～6.30
6.1～9.30
6.10
6.25～8.31
6.25～3.31
7.1～8.31
7.1～9.30
9.1～10.31
9.1～9.30
9.1～12.28
10.1～12.28
10.13～10.31
10.24
10.17
10.30～11.1
11.1～11.30
11.4
11.10
11.12～12.11
12.1～12.28
12.1
12.3～12.28
12.26～2.2
12.1～3.31
1.5～1.31
1.19～2.24
1.23～2.24
2.1～2.28

読書通帳の配布（対象：子ども・大人）読書通帳に３０冊記録できた人、先着
１５０名へちょっぴりプレゼントを配付
５・６月の絵本展示「おとうさん・おかあさんのえほん」
読書感想文課題図書の展示・貸出
学校を通じて、新一年生に貸出カードと利用案内の配付
特集展示「免疫力を高めて元気にすごそう」
ヤングアダルト特集「ＹＡ部！発足！」（利用者のオススメするヤングアダル
トの本を展示・貸出・リスト作成）
７・８月の絵本展示「くだもののえほん」
群馬県夏休みすいせん図書展示・貸出
９・１０月の絵本展示「おいも・いもほりのえほん」
特集展示「自殺予防月刊 こころの本」（群馬県自殺予防月間として、甘楽町
役場健康課保健係とのタイアップ企画第１弾）
特集展示「敬老の日読書のすすめ」
読書感想画指定図書の展示・貸出
甘楽中１年生ポップ展
甘楽町よみきかせの会「秋のおはなし会」
福島幼稚園施設見学
古本市（昨年度除籍資料の無料頒布会）
１１月の絵本展示「おふろのえほん」
小幡小学校２年生施設見学（見学・質問・貸出・よみきかせ）
福島小学校２年生施設見学（見学・質問・貸出・よみきかせ）
「ニカラグア展」甘楽町がオリンピック・パラリンピックホストタウンをして いるニカラグアの紹介
や工芸品・本の展示（甘楽町役場総務課企画係とのタイアップ企画）
１２月の絵本展示「クリスマスのえほん」
新屋小学校２年生施設見学（見学・質問・貸出・よみきかせ）
福島小学校４年生ポップ展
科学絵本「にゅうどうぐも」展示（第２７回たかさき絵本フェスティバル・甘
楽町で取材した記事と共に）
特集展示「若い人に贈る読書のすすめ」
１月の絵本展示「おしょうがつ・むかしばなしのえほん」
福島小学校全校ポップ展（南牧小学校図書委員、甘楽中美術部も参加）
甘楽郡小学校読書感想画展
２月の絵本展示「ゆきとこおりのえほん」
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2.7～3.14
2.21
3.1～3.31
3.1～3.31

特集展示「追悼 東日本大震災 １０年」
貸出カード登録 1 万人目達成
３月の絵本展示「あたらしいであいのえほん」
特集展示「自殺予防月刊 こころの本」（群馬県自殺対策強化月間として、甘
楽町役場健康課保健係とのタイアップ企画第２弾）
3.13
甘楽町よみきかせの会「春のおはなし会」
3.13～
特集展示「本屋大賞ノミネート作品」
○毎月第３水曜日さくらんぼおはなしかい（子育て支援センターへ司書が出張してよみきかせ）
（4・5 月は中止）

中之条町ツインプラザ図書館
＊図書館職員によるおはなし会
・乳幼児向け …… 毎週水曜日
・３才～小学校低学年向け …… 毎月第１火曜日、第３火曜日
＊ボランティア（中之条町お話の会）による「お話の会」
・毎月２回
6.28
11.1
3.14
7.4～8.30

雑誌リサイクル市（1回目）
雑誌リサイクル市（2回目）、古本市（1回目）
古本市（2回目）
夏の読書スタンプカード

草津町立温泉図書館
プチ展示コーナー
7～9 月
夏休みの課題図書
10～11 月
恐竜
12 月末～
おとなからこどもまで楽しめる本
3 月末～
新生活にむけてのおすすめ本
3 月より県立図書館デジタルライブラリーにおいて当館所有の温泉資料・古地図を７点公開開始

玉村町立図書館
6.30
8.9
8.1
10.28
10.17～10.28
10.18
11.25
12.13
12.15
12.17
1.23～2.14
3.16
3.18
3.24

図書館協議会
夏の読み聞かせ会
夏休み本の福袋
ミニシアター「幸せのレシピ」
秋の古本市
秋の読み聞かせ会
ミニシアター「ドリームガールズ」
冬の読み聞かせ会
書庫開放
ミニシアター「東京物語」
新春本の福袋（予約期間1.23～1.31、受渡期間2.2～2.14）
移動図書館
ミニシアター「ゴースト」
図書館協議会

○ブックスタート ４ヵ月の乳児と保護者対象、毎月１～２回実施
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○ブックスタート・フォローアップ １歳６ヵ月の幼児と保護者対象、毎月１回実施

明和町立図書館
4.1～5.31
7.1～8.30
8.1～8.30
10.27～11.9

新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館
課題図書の展示と貸出
「本のお楽しみ袋」（児童書）の貸出
「２０２０・第７４回 読書週間」
図書館職員おすすめの本の展示と貸出、しおりの配布
明和東小学校 ２年生 まちたんけん
明和西小学校 ２年生 まちたんけん
「本のお楽しみ袋」（一般書）の貸出
「絵本でクロスワードパズル」の配布

10.27
11.11
1.5～1.31
1.19～

○毎月第３土曜日 たのしい読み聞かせ
○毎月第４日曜日 図書館映画サロン（午前:児童向け、午後:一般向け）
○奇数月第４日曜日 古雑誌無料配布
○毎月
特設コーナーの設置
○常時
「読書通帳」の配布

千代田町立山屋記念図書館
3.10～4.12
4.14～5.10
4.21～5.24
5.12～8.27
8.25～9.27
9.8～9.27
10.14～11.15
1.6～2.7
3.23～4.18

2020本屋大賞ノミネート図書展示貸出
こどもの読書週間
読書感想画 募集・作品展
青少年読書感想文全国コンクール「課題図書」展示貸出
災害史に学ぶ災害関連図書展示貸出
敬老の日読書のすすめ推薦図書の展示貸出
秋の「読書週間」ＢＰＭ（心拍数）の値をキーに選書した図書の展示貸出
若い人に贈る読書のすすめ推薦図書の展示貸出
2021本屋大賞ノミネート図書展示貸出

〇「本との出会いを楽しもう」（月ごとのテーマに沿った図書の展示・貸出）
〇図書団体貸出「みどりちゃん文庫」（毎月第２・第４金曜日に児童館・こども園等へ図書の貸出）
〇展示コーナー「季節の本」（通年）
〇「どくしょつうちょう」・「チャレンジ手帳」への押印（図書を１６冊借りるごとにどくしょつうちょう及びチャレンジ手帳
へ押印する）（通年）
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を通年実施
1．入館時に入館申請書を記入し、マスク着用、体温測定（３７．５℃以下）、手のアルコール消毒を徹底
館内の利用時間は３０分以内（学習室を除く）
2．館内の換気、ドアノブ等の消毒を９時、１１時、１３時、１５時に行う

大泉町立図書館
11.28
12.3、12.10、12.17
3.21
3.27

文学活動実践講座 聞かせ屋。けいたろうの「絵本がもっと楽しくなる！」（全１回）
成人学習事業・古典文学講座「源氏物語の世界」（全３回）
成人学習事業・成人学習講座「読書ノートをつくろう」（全１回）
成人学習事業・「オンライン会議システム体験講座」（午前中・２回）
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〇毎週木曜日（第5週を除く）読み聞かせ会 どんぐりの会
〇第2・4土曜日
〃
てんとう虫の会
〇第1・3・5土曜日
〃
個人ボランティア
〇毎月 第４金曜日
ブックスタート事業（保健福祉総合センター・7か月検診時）
〇毎週 火曜日・土曜日
多言語サロン

邑楽町立図書館
9.19
10. 3
10.23 ～ 11. 4
○キッズクラブ
○映画鑑賞会
○毎週木曜日
○ブックスタート

古本・雑誌市
古本・雑誌市
岡部蒼風作品展
職員によるお話し会・工作等（中止）
9回（名画座中止 、金曜映画会 9回、土曜映画会中止、特別上映会中止）
オリーブ（幼児対象読み聞かせ）10、11、12、3月のみ実施
月１回の８か月検診時、絵本を２冊プレゼント（読み聞かせの実演は中止）

群馬県立点字図書館
11.25
12.11
12.9
3.23

スマートフォンアプリを使った音声解説付きDVD映画体験会 参加者１４名
スマートフォンアプリを使った音声解説付きDVD映画体験会 参加者１４名
「第42回点字図書館利用者と奉仕者の集い」感謝状贈呈式
参加者 ８名
音訳奉仕員フォローアップ研修会
「パソコン録音の基本操作の確認と留意点等について」 参加者 ２名
3.24
音訳奉仕員フォローアップ研修会
「パソコン録音の基本操作の確認と留意点等について」 参加者 ３名
3.31
点訳奉仕員研修「点訳資料製作注意事項お知らせ」書面開催
○ 利用者満足度調査を実施

群馬県立図書館
○主催事業
【会議】
7.3
県立図書館長と市町村立図書館長・図書室長との懇談会
【研修】
・学校図書館研修会 11.19
・学校司書のための学校図書館活動講座（動画配信） 1.15、1.20、1.29
※ 10.8 は新型コロナ感染拡大のため中止
・出張研修
悩みごと相談員研修会 10.13
初任者研修 中学校教科別研修 11.24
ビブリオバトル入門講座 11.27
自分のオススメ本を紹介する講座 12.3、12.10
※先生のための学校図書館活用講座（8.20）、公共図書館のための学校支援講座（7.16）は、新型コロナ感染拡
大のため中止
○催し物等
7.17
オンライン相談を開始
8.19～8.20
除籍資料の無償譲渡会
11.7
全国高等学校ビブリオバトル 2020 群馬県大会
3.2
デジタルライブラリー県域化事業運用開始
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【ぐんま再発見講座】
8.21
「群馬の万葉歌」
講師：北川和秀（群馬県立女子大学名誉教授）
9.11
「関白近衛前久と戦国上州」
講師：梁瀬大輔（群馬県立女子大学群馬学センター准教授）
10.9
「日本史の中の吾妻の史話と伝説～ヤマトタケル、木曽義仲、真田忍者～」
講師：山口通喜（中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」館長）
11.13
「利根川を知る～ブラタモリ風、利根川めぐりの旅の案内～」
講師：茂木誠（安中市原市小学校教諭）
12.11（新型コロナウィルスのためＲ３年度動画配信）
「淵名姫、赤城姫、伊香保姫－上野神話を彩る三女神－」
講師：佐藤喜久一郎（育英短期大学講師）
【他機関との連携事業】
8.13
天文台 to ビブリオバトル（ぐんま天文台）
9.15～11.18
ググっとぐんまパンフレット展（ググっとぐんま観光宣伝推進協議会）
10.16～11.8
ぐんま「フィルムコミッション」特別展示（ｅスポーツ・新コンテンツ創出課）
11.10～12.27
「Friendship Box 台湾・台南市×みなかみ町」企画展示（みなかみ町観光商工課）
【県立図書館活用パートナーシップ事業】
①ときめきルネッサンス・サロン 8 月～3 月（5 回） ※12 月～2 月は新型コロナ感染拡大のため中止
②詩を楽しむ会 9 月～3 月（2 回） ※1 月・3 月は新型コロナ感染拡大のため中止
③街角サロン「シャロン前橋」 8 月～2 月（2 回） ※12 月・2 月は新型コロナ感染拡大のため中止
④地域がんサロンぐんま 前橋サロン 9 月～3 月（3 回） ※12 月～3 月は新型コロナ感染拡大のため中止
○資料展示
・通年展示 「群馬県デジタルライブラリー」で公開されている『富岡製糸場工女勉強之図』『上信電気鉄道沿線
名所案内』などの一部をプリントアウトして展示
・企画展示
【１階ロビー】 他機関との連携事業展示
【中央図書室】
5 月～6 月
感染防止対策
7 月～8 月
池井戸劇場、夏を拾いに
9 月～10 月
エコ活動は図書館から、綿貫観音山古墳のすべて、芥川賞直木賞受賞記念
10 月～11 月
世界アルツハイマー月間、東野圭吾展、林真理子ギネス世界記録展、ビブリオバトル群馬県
大会の歴史～これが私たちの好きな本～
11 月～12 月
ジャンル別人気本特集、「柳美里」全米図書賞受賞記念、はやぶさ２記念展示、クリスマスソン
グ特集
1月
お正月特集
1 月～2 月
絲山秋子展 [土屋文明記念文学館と連携]
2月
がんピアサポーター～経験者による患者支援～ [健康保険予防課と連携]
2 月～3 月
小暮正夫展 [前橋文学館と連携]、交通安全条例展
3月
齋藤喜博関連展示 [群馬大学と連携]
【郷土コーナー】
7月
群馬の水害を知る
8月
日航機墜落事故から 35 年
9月
群馬の音楽
11 月
ふるさとの味
2月
富岡製糸場と渋沢栄一
【児童書展示コーナー】
7月
にじのえほん、うみのえほん、みずのえほん
8月
はなのえほん、へいわをかんがえる、みずしぶきのえほん、バイオリンのえほん
9月
くろのえほん、うちゅうのえほん、バスのえほん
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10 月
きのえほん、きのこのえほん、くまのえほん
11 月
ほしのえほん、きゅうじょのえのん、ようふくのえほん、ピザのえほん
12 月
クリスマスのえほん
1月
うしのえほん、おにぎりのえほん、ホットケーキのえほん、おんぶのえほん
2月
えがおのえほん、かがくのえほん、ねこのえほん、ビスケットのえほん
3月
ランドセルのえほん、さくらのえほん
○動画による情報発信
県の「tsulunos」ウェブサイトで動画を公開
①群馬県立図書館施設紹介
②「群馬県立図書館夏休み高校生ボランティア」
③本への優しい接し方「図書館の本はみんなのものだから」
④「学習支援図書セット貸出」の紹介
⑤オンラインでビブリオバトルっぽいものやってみた
⑥全国高等学校ビブリオバトル 2020 群馬県大会
○群馬県図書館協会関連事業
7.30
図書館（室）職員初級研修
11.26
群馬県図書館大会
2.5～2.26、3.23～4.30（動画配信） 図書館(室)職員実務研修
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育英大学・育英短期大学図書館
7.1～10.25
7.1～10.22

6.18～7.22
10.23
11.2～1.29

11.2～1.29

企画展「しかけ絵本展」(手を触れなくても眺めて楽しめる作品を展示)
募集企画『読書推進コンクール「心に残った一行」』
（図書館所蔵の本を読んで、心に残った一行と選んだ理由を140文字以上で募集し、優秀者を
表彰）
『読書推進コンクール「心に残った一行」』PRポスター募集
選書ツアー（紀伊国屋書店 前橋店）教職員6名、学生7名参加
企画展「新聞で振り返る 東日本大震災 ～大規模災害から防災を学ぶ～」
（「東日本大震災」、「熊本地震」、「西日本豪雨」、「北海道胆振(いぶり)東部地震」発生当時の
新聞と震災・防災関連図書の展示）
臨時企画展「新聞で振り返る 新型コロナウイルス（COVID-19）」
（2020年1月～4月の新型コロナウイルス関係の記事が掲載されている新聞を展示し、コロナ禍
の発端2019年12月～非常事態宣言発令までを振り返る。）

関東学園大学松平記念図書館
4～6月

図書館ガイダンス（対象：１年生）

桐生大学・桐生大学短期大学部図書館
4. 8
6. 1
7.31
11.20
2.22
3.22

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため 4/8～5/31 臨時閉館
事前予約による貸出、複写の利用を開始
リモートアクセスによるレファレンスサービスを開始
同時利用可能な人数制限を設定、開館時間を短縮し、館内利用を開始
同時利用可能な人数制限を設定し、通常利用を再開
図書館だより第14号 発行
蔵書点検、館内整理につき閉館 3/22～3/31

共愛学園前橋国際大学図書館
〇企画展示/ミニ企画展示
4・5月
学生生活に役立つ本Part1/表現の自由・言論の自由を考える
6・7月
学生生活に役立つ本Part2/男らしさ・女らしさとは何だろう
8・9月
居場所をつくる/日本のキャラクター―歴史・文化・ビジネス―
10月
アメリカの人種差別反対運動/特産品による地域おこし
11月
ネットにどう向き合うか/小売業のこれから
12月
いのちをめぐる議論を知る/エルサレム
1月
男女格差の解消に向けて/エンタテイメントから考える人間と現代社会
2・3月
言葉が通じるとはどういうことか/コロナと食とコミュニティ
その他：教員店頭選書（各長期休業期間）
企画展示」/ミニ企画展示
4月
学生生活に役立つ本Part1/ジェンダーを考える
5月
学生生活に役立つ本Part2/持続可能な農と食を考える
6月
季刊セクシュアリティ展示/LGBTを知る―誰もが幸せに生きられる世界へ―
7月
移民と共に生きる―日本の課題/世界の食文化―その多様性と倫理―
8・9月
日本の格差社会を考えるために―現状とさまざまな視点―/地域振興の実例に学ぶ
10月
群馬の五輪ホストタウン交流/児童文学で考える物語の生まれ方と伝わり方
11月
なぜ今アートが注目されるのか？―解のない時代を生きる力―/
持続可能な未来へ―SDGsの知識と実践―
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12月
民主主義を考える/平成を振り返る
1月
現代日本の家族と結婚―多様化と未婚化―/仕事とは何だろう
2・3月
高齢と障がいから考える社会的包摂（インクルージョン）/難民問題を考える
その他：図書館便りの発行、教員店頭選書（長期休業期間）、図書館オリエンテーション（希望に応じて）

群馬県立県民健康科学大学附属図書館
4.1～11.30
4.6
4.9・4.14
12.1～1.31
2.1～3.31

企画展示「新生活に読みたい本」
図書館利用オリエンテーション（院生・看護教員養成課程生・特定行為研修課程生対象）
図書館利用オリエンテーション (学部生対象)
企画展示「ナイチンゲール生誕200年」「感染症」
企画展示「災害と医療」「感染症」

群馬県立女子大学附属図書館
12.25
3. 1
3.16

閉架書庫 除湿器・サーキュレーター設置
図書館システム更新、ホームページ及びOPACリニューアル
談話室改修（ラーニング・コモンズに変更）

群馬工業高等専門学校図書館
7～8月
11.18
1.22

学生リクエストアンケートを実施
学生によるブックハンティングを実施
図書館だよりNo.36を発行

新型コロナウィルス対策のため、2020/3/12から学外者の図書館利用停止を継続中
また、学習室・ＡＶブースの利用停止も継続中

群馬大学総合情報メディアセンター中央図書館
7.10～10.30
10.1～10.30
10.12～11.11
10.12～11.30
11.9～1.15
12.2～1.19
1.25～2.19
3.25～4.30
3.25

３館同時企画「新型コロナウィルス対策フェア」
文献データベース PsycInfo トライアル実施
生物医学データベース Embase トライアル実施
学生選書キャンペーン
企画展示「いまを見つめ直して、読んでみる。」
特別展示「群馬県の古墳発掘の父・尾崎喜左雄博士展 Part５」
※１２.21 から Web 展示も実施（動画、展示解説書等の公開）
ギャラリー展示「令和２年度群馬大学書道部新春書道展」※YouTube にて解説動画も公開
県立図書館連携展示 「斎藤喜博」展
郷土かるたコレクションデジタルアーカイブを公開

群馬大学総合情報メディアセンター医学図書館
10.1～3.31
1.6～1.29
3.1～3.26

3館同時企画「新型コロナウィルス対策フェア」開催
空調設備改修工事（3階の一部）
空調設備改修工事（1階の一部）

群馬大学総合情報メディアセンター理工学図書館
4.1～6.30

M教授のことば～M教授クイズ2020～
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4.8～
４.13～9.30
7.1～8.11
7.17～8.11
7.17～9.7
7.20～8.31
9.29～11.30
10.1～10.30
10.1～11.30
11.30～1.25
12．7～12．25
1.5～3.11

Welcome to 桐生ファア
企画展示感染展「今知りたい感染症」
学生図書選定キャンペーン
企画展示「農フェア」
企画展示「GO!アウトドア」
特設コーナー「公務員試験対策」
企画展示「気軽にサイエンス」
学生図書選定キャンペーン2次
3館同時企画「新型コロナウィルス対策フェア」
ブラウジング雑誌アンケート
企画展示「Christmas Book Fair」
企画展示「防災～東日本大震災から 10年目にできること～」

群馬パース大学附属図書館
6.1～7.31
6.5
6.25
10.19～10.30
12.1～
12.15～
2.1～
3.15～3.19

館内展示「新入生サポートBOOK」
新入生図書館利用ガイダンス、情報検索講義（1年）
データベース講義（看護学科3年）
「2020年度学生WEB選書」実施
館内展示「2020年度学生WEB選書」選定図書
館内展示「新型コロナウイルスについて考えてみよう」
館内展示「2021年本屋大賞ノミネート10作」
蔵書点検

上武大学附属図書館
例年行う年度当初ガイダンスについては、新型コロナウィルスの関係で実施せず。
また、例年実施している「学生 Web 選書」についても実施せず。
10 旬～11 月にかけて 1・2 年生の希望ゼミについて、図書館員ガイダンスを実施する。

上武大学附属図書館分館
9.11
10.5～10.23
12.15
1.13

学生選書ツアー実施（看護学生対象 高崎廣川書店）
学生 WEB 選書実施（看護学生対象 丸善 Knowledge Worker 利用）
ブックプロテクションシステム入替
入館管理システム入替

高崎経済大学図書館
5.7～5.29
6.4～
10.1
10.17～10.23
1.18

蔵書点検
図書館ガイダンス動画「図書館案内」「蔵書の探し方」
「学術論文の探し方」「電子資料」「資料入手」を公開
図書館ガイダンス「資料検索」
学生オンラインブックハンティング
図書館セミナー「D1-Law の使い方」
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高崎健康福祉大学図書館
6.1

特集：レポート作成法、就活本、自粛疲れ

6.26

図書消毒機設置

7.1

特集：レクリエーション論

8.3

特集：栄養の日

9.1

特集：めざせ！学生リーダーへの道！

11.2

特集：自宅で味わう世界の料理

1.6

特集：モ～2021 年！「牛」

2.2

特集：マンガで学ぶ!!

3.1

特集：本屋大賞ノミネート作品

3.1

図書館報「藤波」2（20）発行

高崎健康福祉大学図書館分館
4.6
4.1
6.1
6.26
9.28
10. 5
10.9
10.19
3.29

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館(～5/31)
データベースガイダンスを対面で実施(保健医療学研究科院生1年)
入館制限を設けて短縮開館(入構許可のある学生・院生に限り利用可。9:00～17:00)
図書消毒機設置
データベースガイダンスを実施(保健医療学研究科院生1年)
開館時間を延長(9:00～18:15)
事前予約制・席数を制限し、閲覧席の利用を再開(オンライン申込み)
データベースガイダンスを対面で実施(健康栄養学科学生)
事前予約制・席数を制限し、PC席の利用を再開(オンライン申込み)
整理休館(～4/2)

高崎商科大学図書館
4.1
4.1～3.31
4.10～4.30
6.1～6.30
9.7
10.1
10.1～10.30
10.12
12.16
1.15～2.29

パイデイア24号（図書館だより）発行
「私のすすめる1冊」展示
配送貸出サービス実施
新入生図書館ガイダンス（授業内資料配布）
学生web選書ツアー
TUCビブリオバトル2020（オンライン開催）
パイデイア25号（図書館だより）発行
地域連携センター×図書館特別展示「ESG思考を考える」
図書館Melly開設（学生対象図書館情報発信アプリ）
日経バリューサーチ研修会（教職員対象）
ゼミ棚×選書ツアー（4ゼミ）

東洋大学附属図書館板倉図書館
.1.14～30

学生企画展示「探そう！大学生にできるSDGs！」を実施
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新島学園短期大学附属図書館
4.6

図書館オリエンテーションを教室に分散して放送にて実施

前橋工科大学附属図書館
7.29
図書館ガイダンスツアーの実施
9.24
SNS（Twitter）の運用を開始
1.13
初代学長のご遺族からの寄贈書籍（道脇文庫）をリスト化し、HPに公開
2.8
新聞架を製作
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渋川市赤城公民館図書室
古本市
10.23～10.30
3.23～ 4.6

みどり市東公民館図書室
1． 図書室ボランティアによるブックスタート（東公民館図書室にて）
年齢は生後 4 か月から 10 か月までを対象
今年度はコロナウイルス感染拡大防止の為、中止
2. 移動図書
みどり市東町内 3 ヶ所（小中団地・沢入駅・福祉センター）
2 か月に 1 度、第 2 木曜日に実施（年 6 回）
3．古本市
東地域文化祭において、古本市を開催（東社会体育館）
今年度はコロナウイルス感染拡大防止の為、中止

下仁田町公民館図書室
5.7～30

図書室まつり開催（感想文・感想画の掲示）※コロナウィルス感染症予防のため中
止

嬬恋村東部公民館図書室
11.5

本（児童書）の無償譲渡会

高山村いぶき会館図書室
○おすすめ図書コーナーの設置(毎月)
○幼稚園に「きらきら文庫」の設置(年3回学期毎の入れ替え)

東吾妻町中央公民館図書室
・随時、図書リクエストを受付。
・７ヶ月児を対象としたブックスタート事業を実施（毎月１回）

片品村中央公民館図書室
○毎週月曜日

読み聞かせ会

川場村文化会館図書室
5．28
9．26
11．2、3
1．28

ブックスタートの実施
ブックスタートの実施
村文化祭にて図書室ＰＲスペース設置
ブックスタート実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止

みなかみ町中央公民館図書室
8．9

夜のおはなしの会（読み聞かせボランティア）
97

4月～3月

県立図書館の図書館未設置町村一括貸出事業により借り受けた地域協力図書を利用者に貸
し出した。

みなかみ町カルチャーセンター児童図書室
7月～8月
ぐんまクールシェア２０１９に参加
12．19
おはなしの会クリスマス会（北っ子クラブおはなし会）
○随時
購入希望図書のリクエスト調査を実施
○随時
貸出図書及びDVD等予約受付
○毎月第３木曜日（８月・１２月除く）
北っ子クラブおはなし会（読み聞かせ）

板倉町中央公民館図書室
10．26～27
ブックリサイクル
○５月～７月、９月～２月の間、毎月１回（土曜日） たんぽぽおはなし会
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