
「国民読書年」関連イベント開催記録（開催順）

関連団体 参加

（共催や後援） 人数

１月～

(年10回)

千葉県 袖ヶ浦市

茨城県 太子町など

４自治体

国民読書年特別展

「港区ミュージアムネットワークの世界へようこそ」

国民読書年推進会議 文字・活字文化推進機構 1月17日 参議院議員会館 2010年国民読書年 宣言集会

朝の読書全国縦断

山口県交流会

1、行政担当者、図書館担当者、読み聞かせ団体他との懇談

2、絵本の展示、PR

青梅市中央図書館 2/4～14 館内で展示 企画展・資料展「青梅思い出さがし」、写真展「昭和の奥多摩路」

朝の読書全国縦断

沖縄県交流会

主催：活字文化推進会議 市川市 国民読書年フォーラム「言語力を磨こう」

主管：読売新聞社 行徳文化ホール

日本大学生物資源科学部図書館 2月22日 館内で展示 「話題の本」コーナー設置、学生の読書への興味付けを図る

活字文化推進会議 文字・活字文化推進機構 2月27日 西宮市 武庫川女子大学 学校図書館活用教育フォーラム「活字で養う学び方」

鳥取県書店商業組合 2月28日 本の学校 多目的ホール 講演会「生きる力 読書」講師 : 中永廣樹氏、足立茂美氏 50

邑楽町立図書館 3月7日 国民読書年記念講演会「読む力・生きる力・地域力」（講師：大串夏身）

ひたちなか市立中央図書館 3月13日 国民読書年記念講演会

港区立みなと図書館 3/19～5/19 館内で展示 国民読書年特別展「懐かしき昭和の街角－港区スケッチ画展」

活字文化議員連盟

「2010年国民読書年に障害

者・高齢者の読書バリアフリー

を実現する会」、文字・活字文

化推進機構

3月24日 参議院議員会館 読書バリアフリー法案を求める集会

松川村図書館 4月～ 参加者がお勧めの本を紹介し合う読書会(月1回)

文字・活字文化推進機構、市川

市文化振興財団
2月6日 550

秋田県書店商業組合 1/26～10/27 イヤタカ

全国出版協会 2月5日 豊見城市立中央公民館 100

港区立みなと図書館 1/12～3/17 館内で展示

全国出版協会 1月23日 防府市地域協働支援センター 83

500

出版文化産業振興財団 1月 「20歳の20冊」 新成人に本を1冊プレゼント

主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

上毛新聞社 群馬県内の小中学校、高校など 役員・社員の学校派遣：新聞社と学校の連携による学校派遣（出前授業）プロジェクト

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

応募数

1,123件

「ヨコハマ、本の虫宣言」開始

（横浜Fマリノスとの連携事業など展開）

4月～7月 表彰式: どくしょ甲子園

表彰式：

10/16
東京 浜離宮朝日ホール

※高校生に読書会を開いてもらい、成果をまとめた「どくしょボード」の出来栄えを競う全国コン

クール

大阪読書推進会

4月～12月

表彰式 :

11/13

エルおおさか 「帯コンクール」 500

大阪読書推進会 大阪府書店商業組合
4月～2011.3

月
組合加盟書店 「読書ノート」事業

上毛新聞社 4/1～ 上毛ジュニア俳壇「朝の一句」（新規事業） 267

南アルプス市立図書館 4/1～12/26 オリジナルブックカバー配布

滝川市立図書館
4/1～

2011.3/31
館内で展示 特設展示：文学を中心としたテーマ展示( 一般向け)、イチ押し絵本コーナー(子ども向け)

滝川市立図書館
4/1～

2011.3/31
館内で展示 滝川市の行事等に関連した展示（開村120年記念事業等）

滝川市立図書館
4/1～

2011.3/31

おすすめ本の紹介チラシ（育児サークル、小・中学校、高齢者等各年代層向け）作成・配布、各1

回

新潟県書店商業組合 4/1～4/20 組合加盟書店 にいがた文学検定

沖縄県書店商業組合 4/1～4/30 組合加盟書店 「2010年 国民読書年 サン・ジョルディの日」ののぼり製作、掲示 74店

文字・活字文化推進機構 国立国会図書館 4月17日 国立国会図書館 図書館フォーラム「日本の言葉と文化を未来に伝える‐図書館はなぜ必要か」

国民読書年記念講演

「長谷川義史絵本ライヴ」

サン・ジョルディ名古屋実行委

員会
愛知県書店商業組合 4/17～4/18 名古屋市:オアシス21銀河の広場 国民読書年、サン・ジョルディフェスティバル名古屋2010 20000

神奈川県読書推進会 神奈川県書店商業組合 4/17～5/29 神奈川新聞社 第4回「大好きな本 絵画コンテスト」 1250

水戸市立中央図書館

4/18，

6/20，7/24，

9/19，

「朗読会」（水戸芸術館ACM、アマチュア演劇関係者）

福岡県書店商業組合 4/20～5/5 組合加盟書店 国民読書年 & サン・ジョルディin 福岡フェア 60店

福井県立図書館 福井県書店商業組合 4/20～5/16 福井県立図書館多目的ホール 「もっと絵本がよみタイ！－長野ヒデ子絵本原画展」

甲良町立図書館 4月17日

朝日新聞社 120

浜松市立中央図書館 4月 「国民読書年記念川柳｣募集（テーマ「じゃあ読もう！」）

横浜市立図書館 4月～

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

南アルプス市立図書館 4/23～8/30 「市内図書館スタンプラリー」

文部科学省

独立行政法人国立青少年教育振

興機構、文字・活字文化推進機

構

4月23日
国立オリンピック記念青少年総合セン

ター
子どもの読書活動推進フォーラム「読書力と言語力‐『ことばの力』を育む‐」

福井県立図書館 4月24日 福井県立図書館多目的ホール 長野ヒデ子講演会 「ふしぎとうれしい絵本と紙芝居」 100

いわき市立いわき総合図書館 4月24日 「仕事・くらしに役立つ！－新聞記事の読み方講座」（講師：経済新聞記者、経済新聞の読み方）

福井県立図書館 4月24日 「もっと絵本がよみタイ！－長野ヒデ子講演会」

福井県立図書館 5月～ 読書ノート「どくしょのきろく」の作成・配布

兵庫県書店商業組合 5月～配布開始 組合加盟書店 「本のしおり」の製作、配布 190店

津幡町立図書館 5月～12月 館内で展示 「みんなの読書会」（2か月に1冊テーマの本を決め、館内の掲示板に感想・コメント募集）

古殿町図書館 5月1日 「読書スタンプラリー」

江東区立江東図書館 5/5～7/1 館内で展示 国民読書年特別企画展示「江東区のとしょかんとこども」

市立竹原書院図書館（竹原市）
5/5，23，

9/26，10/24
市内団体行事にBM参加

滝川市立図書館 5月9日 講演会「絵本作家 長谷川義史さんの絵本ライブ」

輪島市立図書館 5月9日
国民読書年・「こどもの読書週間」記念講演会「子どもたちに読書の喜びを－子どもたちの豊かな

育ちを願って」（講師：宮崎雅子＜石川子ども文庫連絡会＞）

蒲郡市立図書館 5/11～27 館内で展示 記念展「読みたい絵本作家 いわむらかずお魅力の作品展」

堺市立図書館 5/18～8/8 「私をささえた一冊」募集

福井県立若狭図書学習センター 5/19～25 館内で展示 「長野ヒデ子絵本原画展」

長崎新聞社 長崎県学校図書館教育研究会 5/20～9/30 第39回長崎県読書感想文コンクール

港区立みなと図書館 5/21～8/18 館内で展示 国民読書年特別展「柴田錬三郎コレクション」

新上五島町立中央図書館
5/22、6/5、

19、7/3
2010年「1日図書館員」（小学生12人、4日間）

東京都

都市センターホテル

主催：活字文化推進会議 大阪府 国民読書年フォーラム

主管：読売新聞社 近畿大学 「言葉の力、読む力～これから求められる人間像」

会津若松市立会津図書館 5月30日 国民読書年記念講演会「絵本を楽しもう♪」（講師：前田智子（絵本作家））

活字文化議員連盟 文字・活字文化推進機構 5月27日 税制・再販制度等に関する懇談会

近畿大学、文字・活字文化推進

機構
5月29日 700

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

募集期間：

6月～9月

表彰式11/13

全国新聞社出版協議会 加盟45社 6/1～6/29 紀伊国屋書店 仙台店 全国新聞社ふるさとブックフェア

高知新聞社 6/1～11/30
基金受付事務局（高知新聞社内）、金融

機関の窓口、販売所、本社支社局
「母校に本を贈る運動」（県内の小中学校に本を贈る寄付活動） 1750

静岡県立中央図書館 6/1～12/18

「国民読書年2010!しずおか」事業（企画展・講演会（毎月）、「図書館を利用した調査研究報

告」、「読書に係わるキャッチフレーズ・イラスト」を募集、「大学生が選ぶ文学賞」創設、第1

回受賞作品を選考）

島田市立島田図書館 6月1日 「おはなし宅配便事業」開始（幼稚園・保育園対象、本の読み聞かせ）

東京都

ホテルメトロポリタン エドモント

京都市

立命館大学朱雀キャンパス

足立区立図書館 6月19日 中央図書館 「あきびんごさんと動物を描いて遊ぼう！」

長野県書店商業組合 6/20～12/末 組合加盟書店 「しおり」の製作、配布 35000

記念講演会講演「私を変えた本」

対談「言葉の力・読書の力」

美濃加茂市中央図書館 6月24日 美濃加茂市中央図書館 「能丸千秋さんによる講演会 ハワイのイメージが変わる自然豊かなハワイ島の魅力」

中日新聞社 文字・活字文化推進機構 6月26日 名古屋市 中区役所ホール 国民読書年フォーラムin名古屋「書く、読む、つくる」 400

埼玉県立熊谷図書館 6月26日 「図書館はこんなに役に立つ－国民読書年記念 図書館を活用する県民のつどい」

福井県立図書館 福井県書店商業組合 6月27日 福井県立図書館多目的ホール 上橋菜穂子講演会 「物語とともに～作家への道程～」 150

石狩市民図書館 6月27日 開館10周年記念事業（記念講演会（講師：田岡石狩市長））

山形市

ビックウイング

青森県立図書館 7月～9月 読書や図書館に関する「標語コンクール」、図書館を使った「調べ学習コンクール」

募集：7～11

月

優秀作品発

表：12月

葛城市立新庄図書館 7/1～19 館内で展示 展示「歌人前川佐美雄展－没後20年に寄せて」

堺市立図書館 標語の募集

山形県書店商業組合 7月～8月 2010年 国民読書年企画 言語能力を高める、「辞書引き学習法講演会」 400

京都新聞社 文字・活字文化推進機構 6月12日 フォーラム「ことばの力で人生と未来を拓（ひら）く」 200

国民読書年推進会議 文字・活字文化推進機構 6月23日 日本新聞協会 ホール

産経新聞社 6月3日 第57回産経児童出版文化賞 300

デーリー東北新聞社 本社ホール デーリー東北 新聞感想文コンクール 305

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

上毛新聞社 7/1～9/15 応募対象となる子供の居住地は不問 群馬県小中学生新聞感想文コンクール（継続事業） 1925

蒲郡市立図書館 7/1～11/26 館内で展示 「読書感想画コンクールおよび展示会」

「わくわく・ドキドキ映写会」

（図書から生まれた名作等を中心に上映）

川西市立中央図書館 7/4、11/23
「バリアフリーDVD（字幕付）上映会」（DVD上映、手話通訳つきの図書館からのお知らせや関

連図書展示）

ポップ・アップ絵本の展示

「飛び出す絵本大集合」

長野県

茅野市民館マルチホール

葛城市立新庄図書館 7月11日 講演会「歌人前川佐美雄－没後20年に寄せて」

福井市立桜木図書館 7月12日 近隣の小学校新1年生に図書館で貸出カード作成の勧誘

三沢市

古牧温泉 青森屋

主催：活字文化推進会議 神戸市

主管：読売新聞社 神戸松蔭女子学院大学

秋田県書店商業組合 7月17日 アルヴェ アルヴェ夏祭り

小平市中央図書館 7/17～10/20 館内で展示 小平市図書館35周年記念ギャラリー展示「講演会の樹－図書館講演会の講師の方々」

平城遷都1300年記念

『2010私の国民読書年IN奈良』

第1期 :「夏休み 家庭でうち読(うちで読書を)キャンペーン」

津市教育委員会 生涯学習課

「子ども読書活動推進実行委員

会事務局」

三重県書店商業組合 7/20～12/12 サンヒルズ安濃ハーモニーホール 第1回「ゆめ」「津市手づくり絵本コンクール」 280

PRIMEDEX協議会

文字・活字文化推進機構

北海道書店商業組合 7/23～8/29 組合加盟書店、公共図書館 「本を愛する大人たちのおせっかい ! 高校生はこれを読め ! 」

書店24

店、図書

館49館

滝川市立図書館 7/23～8/29 館内で展示 特別展示「第1回本を愛する大人たちのおせっかい 高校生はこれを読め！」フェアに参加

奈良県書店商業組合 7/20～ 8/31 組合加盟書店

7月22日 パシフィコ横浜 フォーラム「人間力を育てる読書」

青森県書店商業組合 7月15日 文化講演会「私の流儀 りんごは愛で育てる」講師 : 木村秋則氏

神戸松蔭女子学院大学 7月17日 活字文化公開講座in神戸松蔭女子学院大 300

吹田市立さんくす図書館 7/4～7 館内で展示

文字・活字文化推進機構、茅野

市、茅野市教育委員会、信濃毎

日新聞社

学校図書館整備推進会議 7月4日 読書は未来を創る‐読書・図書館サミット茅野 530

津幡町立図書館

7/3、8/8、

9/4、10/2、

11/6、12/12

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

岩手日報社 岩手県書店商業組合 7/24～7/25 岩手教育会館 「絵本ワールド」in いわて 2010

国立青少年教育振興機構 文字・活字文化推進機構 7/24～7/26
東京都国立オリンピック記念青少年総合

センター
わくわく子ども読書キャンプ「本と言葉のふれあいサミット」

ベストセラ ズサミット2010事

務局
文字・活字文化推進機構 7月24日 東京FMホール ベストセラーズサミット「人生を豊かにする読書」

秋田市立中央図書館明徳館 7月25日 「上橋菜穂子氏文化講演会－物語の力を信じて」

日本新聞教育文化財団 文字・活字文化推進機構 他 7/29～7/30 熊本市 崇城大学市民ホール NIE全国大会

南アルプス市立図書館 夏休み中 「読書感想文おたすけ隊」、「詩を楽しむ会」、「詩の募集」（小中学生向け）

白山市立鶴来図書館 8/1～31 2010年企画展「たのしい世界の昆虫・植物の切手展」（読書推進事業）

八街市立図書館 8/1～11/28 国民読書年・「やちまた教育の日」記念事業「おすすめ本のPOP大募集」

市立小樽図書館 8月1日 「夏休み工作大作戦」

福井市立桜木図書館 8月5日 「砂のミラクルワールド 顕微鏡で砂をみてみよう」（関連図書の紹介）

山梨県立図書館 8/5～ オリジナルブックカバーの作成・配布

吹田市立中央図書館 8月6日 「真夏の夜はおはなし三昧－吹田、北摂の民話」

美濃加茂市中央図書館 8/6～8 としょかんまつり「花乃家金葉さん他による落語会」等

川西町立図書館 8月7日 「井上ひさし作品の朗読とやすらぎのハープ演奏会」

「夏の紙芝居スペシャル」

（第1部「紙芝居でみる戦争ってどんなこと？」、第2部「子どもと大人のための紙芝居に見る太平

洋戦争」）

西日本新聞社 文字・活字文化推進機構 8月8日 福岡アジア美術館 国民読書年特別企画「『おしいれのぼうけん』誕生のひみつ」 150

川西町立図書館 8/10～11 「読書感想文を書こう 図書館合宿」

江東区立江東図書館 8/14～9/2 館内で展示 国民読書年特別企画展示「戦争を読もう－第二次世界大戦からフィクションの戦争まで」

福島民報社 文字・活字文化推進機構 8/14～8/15 ビッグパレット ふくしま 絵本ワールドinふくしま2010

文字・活字文化推進機構 福島民報社 8月14日 ビッグパレット ふくしま 柳田邦男講演会「大人の再生、子どもの成長～絵本は心の成長の特効薬」 200

新上五島町立中央図書館 8/20、27 2010年（夜間開館実施、～20:00）

港区立みなと図書館 8/20～11/17 館内で展示 国民読書年特別展「東海道分間延絵図」

交野市立図書館 8月20日 「チリメンモンスターをさがせ！」

須坂市 8月21日
「第12回信州岩波講座 第2講座」（3回）、主催の実行委員会から須坂市子ども読書支援研究会

に児童図書153冊が贈呈

吹田市立中央図書館 8月21日 「CDコンサート・クラシックで夕涼み」

香美市立図書館 8月21日 「2010国民読書年読書まつり」（2010年度より3館（本館・香北・物部分館）合同行事）

西東京市図書館 8月7日  



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

熊本県書店商業組合 8月24日 全日空ホテル ニュースカイ 「文化通信社 星野渉 氏 講演会～デジタルの波は出版業界に何をもたらすのか～」 30

吹田市立千里図書館 8月25日 「おはなし会スペシャル」

「小学生職業体験」、

「夏休みおたのしみよみきかせ会」

絵本ワールド in しまね実行委

員会

山陰中央新報社、子どもの読書

推進会議
8/29・30 松江イングリッシュガーデン 絵本ワールド in しまね 4000

徳島新聞社 後援：徳島県教育委員会 9/1～3/31 徳島県内小学校 とくしま発 子ども読書の推進活動「みんなで作る読書の習慣」

東京都

日本プレスセンタービル10Fホール

矢掛町立図書館 9月4日 「高嶋哲夫講演会」

交野市立図書館 9/8、15、22 「読み語り連続講座」

協賛：福井県教科書供給所、あ

かね書房、岩崎書店、偕成社、

金の星社、小峰書店、文研出

版、ポプラ社

応募締切：

9/7

特別協賛：三谷市民文化振興財

団

表彰式：

10/16

応募締切：

9/10
茨城新聞小学生読書感想文

表彰式：

11/20
※例年の事業として実施

主催：活字文化推進会議 東京都 国民読書年フォーラム

主管：読売新聞社 日本教育会館 「読書立国の展望と課題」

矢掛町立図書館 9月12日 「杉浦圭子講演会」

神戸市

ジュンク堂書店三宮店

恵庭市立図書館 9月17日
DVD「日本一の読書のまちをめざして－恵庭市と恵庭市立図書館の活動」（発行：紀伊國屋書店）

が2010優良映像教材選奨にて最優秀作品賞・文部科学大臣賞受賞

吹田市立さんくす図書館 9/18～22 「どくしょゆうびんスペシャル！」

我孫子市民図書館 9/18、10/2 国民読書年・文字活字文化の日事業（読書講演会「読書につながる読み聞かせ」講師：代田知子）

全国新聞社出版協議会 加盟45社 9/15～10/14 全国新聞社ふるさとブックフェア

福井新聞社 第36回福井県小学生読書感想文コンクール 2982

文字・活字文化推進機構 9月11日 600

福井市立桜木図書館 8月28日

「デジタル時代の教育を考える」

茨城新聞社

後援者：茨城県、茨城県教育委

員会、県教育研究会学校図書館

研究部、県教科書販売、あかね

書房、岩崎書店、偕成社、金の

星社、小峰書店、文研出版、ポ

プラ社

茨城県立図書館 180

読売新聞社 文字・活字文化推進機構 9月3日

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

秋田県書店商業組合 9月19日 セリオン 北部地区祭り

焼津市立焼津図書館 9月19日 国民読書年推進事業「読み聞かせ その実践とミニミニシンポジウム」

平城遷都1300年記念

『2010私の国民読書年IN奈良』

第2期 : 「読書の秋 地域で楽読(楽しく読書を)キャンペーン」

水戸市立見和図書館 9月26日

市民講座「本をめぐる冒険」＜活版印刷の祖 ヨハネス・グーデンベルク＞（講師：富田修二）、

「日本の子どもの本・江戸時代から近代まで」（講師：佐々木靖章）、「フランス象徴派の詩人・

マラルメと本」（講師：及川馥）

堺市立図書館 9月26日 「国民読書年記念記念トーク 読むよろこび、つながる楽しさ」（講師：江南亜美子）

北海道新聞社 9月25日 単行本「高校生はこれを読め！」刊行

吹田市立千里図書館 10月 館内で展示 「特設コーナー－韓国・順天市からの寄贈本を中心に」

足立区立図書館 10/1～30 中央図書館 ・読書チャレンジ事業「あだちどくしょラリー2010」

全国新聞社出版協議会 加盟45社 10/1～11/3 ふたば書房京都 全国新聞社ふるさとブックフェア

いわき市立いわき総合図書館 10/1～11/9 館内で展示 「心が揺れた私の1冊－教えてくださいあなたの1冊」（コメントの館内掲示）

高浜市立図書館 10/1～11/29 館内で展示
｢あなたの思い出の本を教えてください｣（子どもの頃に読んだ本や思い出募集、絵本とエピソード

をコーナーで展示）

福井県立図書館 10/1～12月末 県内公共図書館 「行こうよ！読もうよ！図書館利用キャンペーン」

主催：活字文化推進会議 川崎市

主管：読売新聞社 専修大学

静岡市立中央図書館 10月3日 「静岡図書館フェスティバル2010 そうだ、本を読もう！」

蒲郡市立図書館 10月3日 記念講演会「子どもが本に出会うとき 赤木かん子の読書案内」

吹田市立さんくす図書館 10月6日 「紙芝居講座」

群馬県書店商業組合 10月8日 高崎市立桜山小学校 本の寄贈「ぐんまの子どもにすすめたい本200選」

日本取次協会 10/8～11/24 「国民読書年２０１０ 記念クイズ」 5487

山梨県書店商業組合 10月9日 山梨県立大学飯田キャンパス 国民読書年シンポジウム「ここだけの本のはなし」 300

勝山市立図書館 10月9日 国民読書年記念講演会

葛城市立當麻図書館 10月9日 文学講演会「坂の上の雲と司馬遼太郎」

新潟日報社
協賛：全日本社会貢献団体機構

（AJOSC）
10月10日 NIC木戸 えほん館 親と子どものためのことば文化読み聞かせ会 40

専修大学 10月2日 活字文化公開講座in専修大学 600

奈良県書店商業組合 9/20～10/31 組合加盟書店

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

石川県書店商業組合
10/中旬～12/

末
組合加盟書店 第4回「中学生はこれを読め」キャンペーン、第1回「高校生はこれを読め」キャンペーン

いわき市立いわき総合図書館 いわき市学校教育課
10/12～

11/19
館内で展示 「この本よんだ？ ポストカード展」（児童新刊書紹介誌に掲載された作品より1冊を選び応募）

堺市立図書館
10/13、27、

11/10、24
「自分史講座」（講師：佐久間慶子）

水戸市立西部図書館 10月16日 「絵本で子育て，その魅力」講座

秋田県書店商業組合 10月16日 生涯学習センター 秋田県読書フェスタ

秋田県

秋田県議会「読書と図書活動を

進める議員の会」、秋田魁新報

社

10月17日 秋田県児童会館
「読書推進フォーラム秋田2010」（講演（講師：椎名誠）、パネルディスカッション（肥田美代

子等）
450

宮城県図書館
10/17，24，

31
「読み聞かせ講座」

東京新聞フォーラム「本の街・神保町の明日を考える」

同時期に開催された「神保町ブックフェスティバル」を応援する紙面企画『東京深発見』

阿見町立図書館 10月19日 特別企画 「長野ヒデ子講演会」

上尾市図書館 10/20～11/7 「みんなでつくる！ 図書館まつり」

滝川市立図書館
10/21～

11/28
館内で展示

展示コーナー「これ読んでみて！」（小学生以上の市民からのおすすめの本1冊の紹介展示）、

「この人、この3冊」（滝川市の縁のある人々からのおすすめ本3冊の紹介展示）設置、おすすめコ

メントの冊子作成

「ブックリボン～本を送ろう。笑顔をあげよう。～」

読者から読み終わった本、本棚に眠っている本を寄贈してもらい、読書環境の整わない施設に送付

足立区立図書館 10月23日 新田コミュニティ図書館 「郡司ななえさんによる『盲導犬ベルナのお話し会』」

文字・活字文化推進機構 国民読書年推進会議 など 10月23日 上野 旧奏楽堂 国民読書年記念式典 330

市立小樽図書館 10月24日 「読み語りで名作に親しむ」

出版文化産業振興財団 文字・活字文化推進機構 10月24日 国立科学博物館日本館 親子でおはなし会 恐竜博士になろう！

日本国際児童図書評議会 文字・活字文化推進機構 10月24日 国立科学博物館日本館 シンポジウム 多様化社会と読むこと

国立国会図書館 10月24日 国際子ども図書館開館10周年・国民読書年関連行事「読み聞かせ講座親子で楽しむ昔話」

毎日新聞社 東京都

文字・活字文化推進機構 国立博物館

出版産業文化振興財団
10/23～

11/30

文字・活字文化推進機構 10月24日 国民読書年記念イベント「子どもたちの読書のために」 300

東京新聞 10月18日 千代田区民ホール 200

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

岩手県教育委員会

「子育てに活かす読書活動推進

フォーラム」企画委員会

江東区立江東図書館
10/24

11/28
館内で展示 国民読書年特別企画展示「教科書掲載の作家たち 『読書の秋』に『朗読会』」

青梅市中央図書館 10/27～11/7 館内で展示 国民読書年企画展・資料展「豪華本・大型本の世界」

活字文化議員連盟 文字・活字文化推進機構 10月27日 衆議院第一議員会館１F多目的ホール 国民読書年を継承・発展させる各界連絡会

吹田市立千里図書館 10月28日 「図書館活用講座」

10/28朝刊 全面広告企画「座右の書」

11/28朝刊
※山形県出身の著名人に座右の書とその理由などを紹介してもらい、 読書への思いなどを語って

もらう企画。

いわき市立いわき総合図書館 いわき地区高等学校司書研修会 10/29～11/9 市内高等学校・図書館・書店に展示
展示「ティーンズへのおすすめの10冊」（高等学校司書と図書委員が選んだ10冊を、ポスター・

コメントとともに市内高等学校・図書館・書店に展示

高知県立図書館
10/30

11/12
館内で展示 読書週間・「グリム・アンデルセンの世界展」

秋田市立中央図書館明徳館 10月30日 文化講演会「奥の細道－芭蕉の空間を解く」

志木市立柳瀬川図書館 埼玉読書推進協議会 10月30日 さいたま文学館
「子どもの身近に本を」（第1部：読み聞かせとお話の実演、第2部：記念講演「子どもの身近に本

を」講師：肥田美代子）

板橋区立図書館 10月30日 「角野栄子先生講演会 魔女になるには」

目黒区立中央図書館 10月30日 リサイクル市の規模を拡大

可児市立図書館 10月30日 「図書館フェスタ2010」（本館）

十勝毎日新聞社 喜久屋書店/ザ・本屋さん 10月30日 帯広市図書館 長宗我部友親講演会 60

美濃加茂市中央図書館 10月30日 「辻紀子さんによる講演会 ヘレン婦人の愛」

新ひだか町静内図書館 10月31日
新ひだか町誕生5周年記念事業・新ひだか町読書週間事業（「岸田典大絵本ライブ」「絵本よみき

かせ講演会」）

北杜市ライブラリーはくしゅう 10月31日
2010国民読書年・第64回読書週間事業「第27回日本冒険小説協会大賞・第12回大藪春彦賞受賞作

家 樋口明雄さんを囲んで トークセッション」

浜松市立中央図書館 10月31日 「国民読書年記念講演会」（講師：松田哲夫）

甲斐市立図書館 11月 オリジナルしおり、ブックカバー配布

東京都 文字・活字文化推進機構 11月3日 東京国際フォーラム 「すてきな言葉と出会う祭典」 300

喜多方市立図書館 11月3日 国民読書年記念講演会「子ども向け本の選び方」（講師：千世繭子（絵本作家））

土浦市立図書館 11月3日 市制施行70周年記念・国民読書年記念親子読書講演会

山武市成東図書館 11月3日 「成東図書館フェア」

防府市立防府図書館 11月3日 「国民読書年記念 文学講演会」

岩手日報社、岩手県書店商業組

合
10月24日

いわて県民情報交流センター「アイー

ナ」
400

山形新聞社

子育てに活かす読書活動推進フォーラム

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

水戸市立内原図書館 11月4日 国民読書年記念講演会「図書館と地域」（講師：友末忠徳（図書館協議会委員長））

水戸市立内原図書館 11月4日 図書館ボランティア表彰式

栃木県書店商業組合 11/6～7 宇都宮市 オリオン通り 栃木県出版文化展 (第2回目) 1000

南アルプス市立図書館 11/6～7 「秋の子ども読書フェスタ」

金沢市立泉野図書館 11/6～7
「いずみの図書館まつり」（「ブックメモワール」（書評等の公募、表彰）、朗読会、古典芸能鑑

賞会、特別展示（市内2小学校によるグリーンカーテンに関する研究成果））

八王子市図書館 11/6、13 特別企画「読み解く文学講座」

白老町立図書館 11月7日 「山下敏明氏講演会」

国民読書年記念講演会

「茶の香りを調べる－私の研究ノートから」（川上美智子（教育委員会教育長））

大月市立図書館 11月7日 「絵本作家、仁科幸子と子どもたち。子どもの感性が光るとき…」

輪島市立門前図書館 11月7日 国民読書年・読書週間事業「たった一つの命だから」（朗読と演奏）

半田市立図書館 11月7日 朗読会「ことばを声にのせて」

交野市立図書館 11月7日 「講演会『本との出会い－読書する喜びと豊かな成長』」

山口県立山口図書館 11月7日 「矢崎節夫氏講演会」

魚沼市教育委員会 11月11日
国民読書年記念・新潟県子ども読書活動推進事業「読み聞かせステップアップセミナー」（読み聞

かせについて）

足立区立図書館 11/12～14 中央図書館 「本のとらばーゆ」（除籍本を区民へ提供）

三芳町立中央図書館 11月13日 国民読書年・町制40周年・中央図書館20周年記念事業「絵本作家 長野ヒデ子先生講演会」

静岡市立中央図書館 11月13日 「国民読書年記念 家族ふれあい読書｣

港区立みなと図書館 11月13日 国民読書年特別講演会「港区と東海道」（講師：平田秀勝）

町田市立図書館 11月13日
国民読書年・中央図書館開館20周年記念事業（キャラクター公募、約140点の中から「よむぽん」

が選出）

平田図書館20周年記念

「半井小絵氏講演会 気象とことば」

出雲市立出雲中央図書館 11月14日
（鼎談「読んでほしい 私の気持ち 伝えたい 私の気持ち」（角野栄子、川端誠、横山眞佐

子））

目黒区立中央図書館 11月15日 「八雲中央図書館見学ツアー」

港区立みなと図書館
11/19～

2011.1/19
館内で展示 国民読書年特別展「写真集で見る－奈良の寺院と仏像」

袖ケ浦市立中央図書館
11/20、

12/12
名画鑑賞会

水戸市立内原図書館 11月7日

出雲市立平田図書館 11月13日

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

平城遷都1300年記念

『2010私の国民読書年IN奈良』

第3期 :「大切なあの人に、本を送ろうキャンペーン」

水戸市立中央図書館 11月20日 「金子兜太氏講演会 水戸で出会った人と本」

池田町立図書館 11月20日 「人形劇『ちびっこカムのぼうけん』」

全国出版協会 11月21日 横浜市教育会館 朝の読書全国縦断神奈川県交流会 62

毎日新聞社 文字・活字文化推進機構 11月21日 毎日新聞大阪本社オーバルホール 子どもの読書推進フォーラム「ようこそ読書の森へ」 350

福井県立図書館 11月23日 歴史講演会「お江と徳川三代」

栃木県立図書館 11月26日 「清水眞砂子文芸講演会」

千葉県立東部図書館 11月27日 「歴史講座」（講演「村落生活と和算－東総を中心に」）

静岡県立中央図書館 11月27日 県立大学 「国民読書年記念フォーラム2010! しずおか」（講演「ことばの力」講師：重松清）

静岡県立中央図書館 11月27日
「国民読書年記念フォーラム2010! しずおか」（講演（講師：重松清（作家）、劇団による即興

劇、学生が選んだ文学賞の発表等）

仙台市民図書館 11月28日 せんだいメディアテーク 「仙台市民図書館移転10周年・国民読書年記念フォーラム」

新地町図書館 11月28日 「プチ・アムルーズ in 新地」（地元テレビ局アナウンサーによる朗読会）

足立区立図書館 11月28日 保塚図書館 「はらぺこあおむしビックリ！カーテンシアター」

白老町立図書館 11月30日 図書修理講習会

愛媛新聞社 明屋書店、紀伊国屋書店ほか

高知新聞社 四国主要書店

四国新聞社

徳島新聞社

茨城県立図書館 12/1～12 館内で展示 県内図書館貴重資料・特殊コレクション紹介展

福井市立桜木図書館
12/1～

2011.1/19
館内で展示

「私の一冊」（この1年間に読んで心に残った本を「私の一冊記録用紙」に記入、職員が一言書き

添えて掲示する行事）

河北町立中央図書館 12月1日 館内で展示 「紅花関係図書展」

足立区立図書館 12月4日 梅田図書館 「おくはらゆめさんの読み語りとワークショップ」

活字文化推進会議 文字・活字文化推進機構 12月4日 東京学芸大学 学校図書館活用教育フォーラム

堺市立図書館 12月4日
「国民読書年記念講座 “ほんま欲しかったんや” 国民読書年のデジタル化情報－サピエと改正著

作権が拡げる新たな障がい者サービス」（講師：加藤俊和）

水戸市立東部図書館 12月5日 「絵本作家長野ヒデ子ライブ 長野ヒデ子さんとあそびタイ」

11/23～

12/23
国民読書年四国4新聞社共同企画 四国元気人おすすめの12冊

奈良県書店商業組合
11/20～

12/26
組合加盟書店

 



関連団体 参加

（共催や後援） 人数
主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

甲斐市立図書館 12月5日 「柳田邦男氏講演会」

足立区立図書館 12月5日 中央図書館 「なかだえりさんに聞く千住さんぽ」

妙高市教育委員会 12/5、19
国民読書年記念・新潟県子ども読書活動推進事業「子ども読書ボランティア講座」（読み聞かせに

ついて）

日本経済新聞社 文字・活字文化推進機構 12月6日 東京都 日経ホール シンポジウム「デジタル時代の文字・活字文化」 500

渋川市立北橘図書館 12月11日 国民読書年記念講演会「あきやまただし氏絵本ライブ」

目黒区立中央図書館 東京都書店商業組合目黒支部 12月18日 記念講演会（講師：上橋菜穂子）

福井県立図書館 12月23日 親子体験教室「布絵本をつくろう」

秋田県書店商業組合 12月24日 アルヴェ アルヴェクリスマス会

関連団体 参加

（共催や後援） 人数

千葉県書店商業組合 各市町村図書館、千葉県内高校 本の寄贈「ふさの国文学めぐり」千葉の文学を探険しよう

富山県書店商業組合 組合加盟書店 「2010年 国民読書年 富山県書店商業組合」ロゴ入り図書カードの製作、販売

京都府書店商業組合 「キャラクター着ぐるみ」(名称 : ブックン)の製作及び、キャラクター入りクリアーホルダー製作

佐賀県書店商業組合 組合加盟書店 しおりの作成、配布

鹿児島県書店商業組合 組合加盟書店 国民読書年 「じゃあ、読もう」のステッカー、ポケットテッシュの製作、配布

主催者名 開催日 開催場所 活動内容（イベント名）

その他、通年での活動

 




