
平成30年度　事業実施状況

贈呈

協力ボランティア

『アイス・エイジ』『怪盗グルーの月泥棒』

・ホタル観賞会 集会室

・こども工作会「ペットボトル水族館」

・おはなし会

・おとなの工作会「新聞エコバッグづくり」

・朗読会

・映画会（4回）

 『誰が為に鐘は鳴る』

 『バージニア・ウルフなんかこわくない』

 『暴力脱獄』『ガス燈』

・リサイクルブックフェア 6/16～24

・夏休みこどもアニメ上映会（8回） 多目的ホール

 『アイス・エイジ』『ピノキオ』

 『ムーミン谷の彗星』

 『学校の怪談/恐怖の学校編』

 『ウォーキングwithダイナソー』

 『ピーターパン』『トムとジェリーの大冒険』

 『学校の怪談/戦慄の校外編』

・リサイクルブックフェア

・ランタンづくり

・友の会おはなし会

・かぼちゃだんごプレゼント エントランスホール

・ランタン一斉点灯 前庭

・こども工作会 研修室

　「かみコップでキャンディポットをつくろう」

・ボランティア朗読会

・映画会（8回）

 『戦場にかける橋』『ナバロンの要塞』

 『グレン・ミラー物語』『スティング』

 『魔人ドラキュラ』『フランケンシュタイン』

 『Ｍ』『ジキル博士とハイド氏』

・親子読書講演会（こども会主催）

　「みんなで楽しもう♪本・ほん・ホン♪」

・おはなし会

・大人の工作会 研修室

　「本の帯をリメイク/しおりづくり」

応募数　16校　161編

80名

100名

6/23 研修室 50名

6/24 研修室 10名

エントランスホール

10/27

10/26～11/4

10/30～11/2

10/26～11/4

表彰式　12/16

事　　　業　　　名

のべ141名

◎よみきかせの開催 毎週水曜日　午後2時～

期　　　間 会　　　場 参加人数

おはなしコーナー 48回開催

46回開催

187件保健福祉センター

のべ15名

多目的ホール

午後2時～

多目的ホール

毎月1回(日曜日)

多目的ホール

　　　　絵本コーナー、母の日のカード作り

6/22

6/24

11/4

のべ10名

◎第57回読書感想文コンクール

374名

◎日曜映画会

総合文化センター

多目的ホール

　(市健康づくり課との連携事業)

◎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12回実施)

◎ブックスタート事業

12回開催

4/25、5/2（2回） おはなしコーナー のべ3名

141名

◎こどもの読書週間(4/23～5/12)

・よみきかせ（2回）

・アニメ上映会（2回） 5/5、6

※「みんなでおいでよ！親子ふれあいデー」 4/28

◎第15回 図書館フェスティバル 6/16～24

◎第16回図書館まつり

7/31～8/3、8/7～10

◎夏休み企画

のべ92名

6/23

6/19～22 多目的ホール のべ26名

20名

研修室 50名

多目的ホール

研修室 20名11/3

集会室

10/28

研修室 20名

10/28 25名

10/26

10/27

10/27、28

40名

20名

多目的ホール

11/3

のべ50名

105



（小学校10校128編、中学校6校33編）

・こどもアニメ上映会（8回） 多目的ホール

　『フランダースの犬』『あらいぐまラスカル』

　『赤毛のアン』『トム・ソーヤーの冒険』

　『バンビ』『ふしぎの国のアリス』

　『白雪姫』『ダンボ』

◎図書展示等

【一般図書】

「雪が解けたら出かけよう！ 3/30～4/25 一般コーナー 展示図書 150 冊

命名150年・北海道をたのしむ本」

「食育関係図書展」※教育総務課と連動 6/1～13 一般コーナー 展示図書 60 冊

「男女共同参画関係図書展」 6/12～24 中庭前 展示図書 50 冊

　※地方創生課と連動

「あの人の本棚～稚内北星学園大学 7/3～22 一般コーナー 展示図書 100 冊

　井出晃憲准教授のお薦め本」

「にっぽんを旅してみませんか 8/1～8/29 一般コーナー 展示図書 50 冊

全国観光パンフレット特集」 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 50 冊

「直木賞よりおもしろい!? 8/31～9/25 一般コーナー 展示図書 150 冊

山本周五郎賞の世界」

「ノーベル文学賞受賞特集」 9/28～11/4 一般コーナー 展示図書 120 冊

「あの人の本棚～稚内北星学園大学 11/20～12/16 一般コーナー 展示図書 100 冊

田村龍一准教授のお薦め本」

「映像化された恋愛小説特集」 9/28～11/4 一般コーナー 展示図書 120 冊

「本の福袋」 1/6～ 一般コーナー 展示図書 42 冊

【児童図書】

（テーマ展示コーナー）

「相手の気持ちを考える絵本」 4/1～4/30 児童コーナー 展示図書 17 冊

「初心者でも安心！定番読み聞かせ絵本」 5/1～5/30 児童コーナー 展示図書 32 冊

「おさんぽ・ピクニック絵本」 6/1～6/30 児童コーナー 展示図書 38 冊

「夏が来たらこんな絵本！」 7/4～7/31 児童コーナー 展示図書 22 冊

「おとまりの絵本」 8/1～8/31 児童コーナー 展示図書 22 冊

「りんごの絵本」 9/4～9/30 児童コーナー 展示図書 25 冊

「おいしそうな絵本」 10/2～10/31 児童コーナー 展示図書 32 冊

「生誕100年 いわさきちひろさん」 11/1～11/30 児童コーナー 展示図書 17 冊

「笑いがとまらない！ユーモア絵本」 12/1～12/31 児童コーナー 展示図書 37 冊

「今年はいのしし年 いのししのえほん」 1/9～1/30 児童コーナー 展示図書 19 冊

「マフラーの絵本」 2/1～2/28 児童コーナー 展示図書 20 冊

「子どもの『やる気』を応援する絵本」 3/1～3/31 児童コーナー 展示図書 25 冊

（特集展示コーナー）

「入園・入学おめでとう」 3/13～4/25 児童コーナー 展示図書 100 冊

「ありがとう 加古里子さん」 5/10～5/30 児童コーナー 展示図書 60 冊

「夏休みおたすけ本」 7/25～8/19 児童コーナー 展示図書 150 冊

「北海道青少年のための200冊」 8/1～8/29 児童コーナー 展示図書 200 冊

「ありがとう さくらももこさん」 8/31～9/26 児童コーナー 展示図書 70 冊

「戦争と平和」 8/31～9/28 児童コーナー 展示図書 160 冊

「ハロウィンの本」 9/28～11/4 児童コーナー 展示図書 100 冊

「クリスマスの絵本」 11/6～12/25 児童コーナー 展示図書 160 冊

「冬休みのおたすけ本」 12/21～1/15 児童コーナー 展示図書 150 冊

「冬休みのおたすけ本」 12/21～1/15 児童コーナー 展示図書 150 冊

「バレンタインの本」 1/16～2/14 児童コーナー 展示図書 200 冊

「入園・入学おめでとう」 2/15～3/31 児童コーナー 展示図書 100 冊

【その他展示】

「ホタルの切り絵展示」 6/13～24 貸出カウンター 切り絵 8 点

（全国ホタル研究大会との連携）

【郷土資料】

「図書館資料でふり返る 4/27～8/29 郷土資料コーナー 展示資料 70 点

　　　　　　　　　　稚内市70年のあゆみ展」 ※期間中2回展示入替

12/25～28、1/8～11

◎冬休み企画

　入選者　　54名

のべ52名
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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！ 10/26

ハロウインおはなし会 10/27

かぼちゃだんごプレゼント 10/27

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、稚内筝・KOTO会

エントランスホール 100名

アイスキャンドル一斉点灯

6/22 集会室

10/27、28

100名

7/28～8/7

2/10

◎図書館フェスティバル

◎夢灯り2018

エントランスホール

2/10、11 図書館前庭 のべ100名

研修室

バレンタインコンサート
　稚内大谷高校吹奏楽部

◎七夕かざり

◎新春　筝の演奏会

◎おはなし会 毎月第1土曜日 おはなしコーナー

◎図書館まつり

12/16

◎クリスマスロビーコンサート

1/6

100名

エントランスホール

エントランスホール

70名

100名

図書館前庭 のべ70名

エントランスホール

エントランスホール

20名

80名

107


