
平成27年度　事業実施状況

贈呈

協力ボランティア

展示図書 60 冊

展示図書 8 冊

・ランランのあかりでよみきかせ

・工作会「ランタンをつくろう」

・ぬいぐるみのお泊り会

・映画会（3回）

・リサイクルブックフェア

・朗読会

・図書館ふれあいカフェ

（図書展示）

「いやされる本」 6/16～7/12 一般コーナー 展示図書 40 冊

「しかけ絵本大集合！」 6/16～21 児童コーナー 展示図書 30 冊

「オードリー･ヘップバーン関連図書」 6/11～21 AVコーナー 展示図書 15 冊

・夏休みこども映画会（8回） 多目的ホール

・夏休みおたすけ工作教室 研修室

・ゆかたdeとしょかん

・としょ館de花火 8/7 図書館前庭

（図書展示）

「夏休みのおたすけ本」 7/1～8/21 児童・YAコーナー 展示図書 120 冊

・映画会（3回）

・朗読会

・よみきかせ 研修室

・リサイクルブックコーナー

・としょかんであそぼう

(図書展示)

「ハロウィンの本」 10/23～11/3 児童コーナー 展示図書 70 冊

「知ってる？ご当地あるある」 10/23～11/3 一般コーナー 展示図書 60 冊

応募数　18校　183編

（小学校11校120編、中学校7校63編）

8/7

・図書館友の会よみきかせ会 5/9 おはなしコーナー

・リサイクルブックフェア 4/18～5/10 エントランスホール

8/5

8/4～7、11～14

6/16、17、18、19

　　　　絵本コーナー、母の日のカード作り

10/31、11/1

40名

(図書展示)

6/21 多目的ホール

6組

6/20

「自分の気持ちを大切にしよう」

6/16、17、18 多目的ホール のべ11名

のべ3名

　入選者　　52名

10/28

エントランスホール

のべ250名

9名

多目的ホール 30名

多目的ホール 8名

◎第13回図書館まつり

喫茶コーナー

※「みんなでおいでよ！親子ふれあいデー」 4/29

「日ハム イクメン選手のおすすめ絵本」

◎第12回 図書館フェスティバル 6/16～21

◎こどもの読書週間(4/23～5/12)

・よみきかせ（2回）

4/23～5/27

・子ども映画会（3回） 5/5、6、9

4/23～5/27 児童コーナー

毎月1回(第3日曜日) 多目的ホール 12回開催

4/29、5/6 おはなしコーナー のべ11名

　(市健康推進課との連携事業)

◎定例映画会 隔週木・金曜日 多目的ホール

保健福祉センターで実施する７
～８ヶ月乳児健康相談の日に開
催(年13回実施)

◎ブックスタート事業

76名

◎日曜映画会

総合文化センター

午後2時～

多目的ホール のべ19名

◎第54回読書感想文コンクール

表彰式　12/13 多目的ホール

期　　　間 会　　　場 参加人数

一般コーナー

284名

毎週水曜日　午後2時～ おはなしコーナー 51回開催

50回開催

280名保健福祉センター

のべ15名

30名

事　　　業　　　名

のべ366名

◎よみきかせの開催

10/23～11/3

0名

多目的ホールほか

2名

10/23～11/3

6/20 研修室

6/13～30 エントランスホール

6/20～21

10/24

10/25、11/3（※2回） 多目的ホール

多目的ホールほか

◎夏休み企画「図書館でなつやすみ」 7/25～8/16

のべ60名



・クリスマスおはなし会

・ぬいぐるみのおとまり会

・クリスマス工作教室 研修室

・クリスマス映画会

◎図書展示等

「春に出会う絵本」 4/1～30 児童コーナー 展示図書 54 冊

「イースターのえほん」 4/3～30 児童コーナー 展示図書 40 冊

「おかあさんのえほん」 5/2～31 児童コーナー 展示図書 21 冊

「おとうさんのえほん」 6/3～30 児童コーナー 展示図書 29 冊

「北海道青少年のための200冊」 7/1～8/21 児童・YAコーナー 展示図書 200 冊

「七夕・星の絵本」 7/7～8/7 児童コーナー 展示図書 25 冊

8/6～8/30 郷土資料コーナー 展示図書 60 冊

「こわい？かわいい？おばけのえほん」 8/12～31 児童コーナー 展示図書 37 冊

「戦争について考えよう」 8/21～9/30 児童コーナー 展示図書 155 冊

「楽しい秋をみつけよう！」 9/25～10/16 児童コーナー 展示図書 100 冊

「戦争について考えよう」 展示図書 155 冊

「ロシア・サハリンを探して」 10/1～21 郷土資料コーナー 展示図書 77 冊

10/3～31 児童コーナー 展示図書 27 冊

展示図書 155 冊

「南極地域観測60年」 12/1～1/17 郷土資料コーナー 展示図書 41 冊

「水木しげる展」 12/1～15 一般コーナー 展示図書 45 冊

「冬のおはなし」 11/6～25 児童コーナー 展示図書 120 冊

「おいもの絵本」 11/10～30 児童コーナー 展示図書 29 冊

「クリスマスの絵本」 11/27～12/25 児童コーナー 展示図書 140 冊

「ふゆやすみおたすけ本」 12/18～1/15 児童コーナー 展示図書 100 冊

「さるのえほん」 12/4～29 児童コーナー 展示図書 28 冊

「野坂昭如さんを偲んで」 12/12～26 YAコーナー 展示図書 30 冊

「お正月の絵本」 12/26～1/7 児童コーナー 展示図書 40 冊

12/15～29 一般コーナー 展示図書 43 冊

「お菓子作り特集」 1/15～2/12 児童コーナー 展示図書 80 冊

「2016 若い人に贈る読書のすすめ」 1/16～2/28 一般コーナー 展示図書 26 冊

2/3～3/3 児童コーナー 展示図書 50 冊

「ちゃんと読みたい！日本の昔話」 1/19～2/29 児童コーナー 展示図書 30 冊

3/4～31 児童コーナー 展示図書 50 冊

「在宅医療といのちを考える本」 2/24～3/31 一般コーナー 展示図書 46 冊

「春の絵本」 3/8～4/28 児童コーナー 展示図書 30 冊

「稚内市立上勇知小中学校沿革展」 3/15～30 郷土資料コーナー

のべ36名

「九人の乙女・樺太島民慰霊碑」「戦後70年
1945年夏」展

12名

49名

12名多目的ホール

多目的ホールほか

21名

◎クリスマス企画

　「としょかんで楽しいクリスマス」

◎冬休みこどもアニメ映画会（7回）

12/23

◎その他

12/20

12/19

「読書納めはいかがですか？2015年
　稚内市立図書館貸出しベスト20」

「もっと知ろう日本の行事
　ひなまつりのえほん」

12/19～20

多目的ホール

1/7～9、12～15 多目的ホール

「こんとあきのおともだち
　　―はやしあきこのえほん」

「たのしいえほんがたくさん！
　保育園・幼稚園のえほん」



わっかない図書館友の会主催事業

ゲンジボタル観賞会

ジャック・オ・ランタンをつくろう！ 10/23

ハロウインおはなし会 10/24

かぼちゃだんごプレゼント 10/24

ジャック・オ・ランタン一斉点灯

稚内高校吹奏楽部

「稚内雅道会」

夢あかりおはなし会

エントランスホール 100名

アイスキャンドル一斉点灯

50名

図書館前庭

◎新春　筝の演奏会 1/6 エントランスホール

◎図書館まつり

◎七夕かざり

◎おはなし会 毎月第1土曜日 おはなしコーナー

エントランスホール

◎図書館フェスティバル

集会室

◎夢灯り2016

バレンタインコンサート
　（稚内大谷高校吹奏楽部）

2/13

2/13 多目的ホール 20名

2/13　※2/14荒天のため中止 図書館前庭

120名

60名

8回開催

エントランスホール

7/30～8/7 エントランスホール

研修室

エントランスホール

6/19

10/24　※10/25荒天のため中止

◎クリスマスロビーコンサート

12/12


