
令和元年度　事業実施状況

贈呈

協力ボランティア

『メアリーと秘密の王国』ほか

・こども工作会「夏にぴったり!すいかバー」

・おはなし会

・おとなの工作会「かんたんカルトナージュ」

・朗読会

・映画会（4回）

『若者のすべて』『戦場にかける橋』

『殺意の瞬間』『大いなる幻影』

・お好みの本あります：おすすめ図書の紹介 6/18～23 一般展示コーナー

・本の宝箱：児童向けお楽しみ図書セットの貸出 6/18～23 児童展示コーナー 36セット

・リサイクルブックフェア 6/16～24

・絵本原画展

『南極点』『やまとゆきはら』『まぼろしのデレン』

・講演会（協力：間宮林蔵顕彰会）

・夏休みこどもアニメ上映会（4回） 多目的ホール

『学校の怪談』2作品

『まんが日本昔ばなし』2作品

・リサイクルブックフェア

・ランタンづくり

・今日は一日「おしりたんてい」上映会

・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

・朗読ボランティア朗読会

・こども工作会＆写真コーナー 研修室

・映画会（15回）

『禁じられた遊び』『ブーベの恋人』『痴人の愛』

『サンセット大通り』 『クレイマー、クレイマー』『雨』

『道』『グレイテスト・ショーマン』『アンナ・クリスティ』

『ペーパー・ムーン』『最高の人生のはじめ方』

『モロッコ』『スタンド・バイ・ミー』

『グラディエーター』『アラビアのロレンス』

・やさしい俳句入門（道立文書館出前講座） 研修室

・大人の工作会「かんたんつまみ細工」 研修室

・図書館探検ツアー

・ポップコーン＆コーヒー無料配布

・おはなし会

10/25～11/3

図書館、北方記念館

7/14 多目的ホール 25名

11/2

事　 　業　 　名

のべ193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 45回開催

43回開催

174件保健福祉センター

のべ17名

午後2時～

多目的ホール

7/2～8/18

研修室

多目的ホール

毎月1回(日曜日)

　絵本コーナー、母の日のカード作り

6/22

10/25～11/3

のべ3名

328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11回実施)

◎ブックスタート事業

11回開催

4/25、5/2（2回） おはなしコーナー のべ12名

152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

◎関屋敏隆絵本原画展・講演会

◎第16回 図書館フェスティバル 6/18～23

6/23

◎2019図書館まつり

8/6～9

◎夏休み企画

のべ73名

青少年科学館

100名

130名

エントランスホール

50名

エントランスホール

10/26

10/29～11/3

11/2

のべ64名

10/27 30名

10/25

10/26

10/26、27

エントランスホール

10/26 多目的ホール

研修室

研修室 9名

6/22 研修室 4名

4名

6/24 多目的ホール 30名

6/18～21 多目的ホール のべ29名

11/2 研修室 50名

11/2

エントランスホール

120名

150名

35名

10/27 多目的ホール 20名

25名

20名

11/2



応募数　17校　191編

（小学校10校117編、中学校7校74編）

・クリスマスこども工作会 研修室

「まつぼっくりでつくるハリネズミとツリー」

・こどもアニメ上映会（6回） 多目的ホール

『おしりたんてい』Vol.1～6

・本の福袋：一般・児童向け図書セットの貸出 1/7～ 児童展示コーナーほか 26セット

◎図書展示等

【一般図書】

「ありがとう平成～ベストセラーでふり返る30年」 4/2～24 一般コーナー 展示図書 180 冊

「食育関係図書展」※教育総務課と連携 6/4～18 一般コーナー 展示図書 60 冊

「男女共同参画関係図書展」※地方創生課と連携 6/13～23 中庭前 展示図書 50 冊

「日本紙幣の『顔』」 5/9～29 一般コーナー 展示図書 60 冊

「あの人の本棚 ※稚内北星学園大学と連携 7/2～28 一般コーナー 展示図書 50 冊

～稚内北星学園大学 陶山大輔講師のお薦め本」

「シニアライフと老後のお金を考える」 7/31～8/28 一般コーナー 展示図書 120 冊

「防災」 8/30～9/25 一般コーナー 展示図書 70 冊

「2019年・節目の作家特集」 9/27～10/23 一般コーナー 展示図書 130 冊

「灯台」※稚内海上保安部と連携 10/30～11/25 一般コーナー 展示図書 20 冊

「2019年を振り返る 11/26～12/28 一般コーナー 展示図書 80 冊

主な文学賞受賞作と受賞作家の作品展」

「今年こそ続ける！～手帳、日記、家計簿、かたづけ」 1/7～29 一般コーナー 展示図書 100 冊

「埋もれた良書」 1/31～2/26 一般コーナー 展示図書 125 冊

【児童図書】

（テーマ展示コーナー）

「ともだちってなんだろ！の絵本」 4/2～30 児童コーナー 展示図書 30 冊

「あいうえおの絵本」 5/1～31 児童コーナー 展示図書 26 冊

「野菜が好きになる絵本？絵本」 6/1～30 児童コーナー 展示図書 29 冊

「きんぎょのえほん」 7/3～31 児童コーナー 展示図書 25 冊

「自転車・サイクリングの絵本」 8/1～8/31 児童コーナー 展示図書 31 冊

「『はらぺこあおむし』 9/3～29 児童コーナー 展示図書 34 冊

生誕50周年エリック・カールさんのえほん」

「おいしそう！なえほん」 10/1～31 児童コーナー 展示図書 28 冊

「おやすみの絵本」 11/1～30 児童コーナー 展示図書 17 冊

「来年はねずみ年　ねずみのえほん」 12/1～12/29 児童コーナー 展示図書 30 冊

「あったかいえほん」 1/8～31 児童コーナー 展示図書 27 冊

「節分・おにの本」 2/1～2/29 児童コーナー 展示図書 28 冊

「ひっこしのえほん」 3/4～3/31 児童コーナー 展示図書 20 冊

（特集展示コーナー）

「ドは読書のド『よい絵本』」 4/16～5/29 児童コーナー 展示図書 239 冊

「絵本作家あべ弘士さん30周年」 6/1～7/25 児童コーナー 展示図書 87 冊

「夏休みおたすけ本」 7/26～8/18 児童コーナー 展示図書 150 冊

「北海道青少年のための200冊」 8/1～8/28 児童コーナー 展示図書 200 冊

「戦争と平和」 8/30～9/26 児童コーナー 展示図書 150 冊

「ハロウィンの本」 9/27～11/3 児童コーナー 展示図書 100 冊

「クリスマスの絵本」 11/5～12/25 児童コーナー 展示図書 150 冊

「冬休みのおたすけ本」 12/26～1/19 児童コーナー 展示図書 150 冊

「バレンタインの本」 1/21～2/14 児童コーナー 展示図書 100 冊

「入園・入学おめでとう」 2/18～4/17 児童コーナー 展示図書 100 冊

1/8～10、15～17

表彰式　12/15

◎冬休み企画

　入選者　　54名

多目的ホール

◎第58回読書感想文コンクール

12/21 70名

のべ68名



わっかない図書館友の会主催事業

・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

・夢灯りおはなし会

エントランスホール 120名

・アイスキャンドル一斉点灯

おはなしコーナー

エントランスホール7/26～8/7

2/8

◎七夕かざり

◎新春　筝の演奏会（筝・KOTO会）

◎おはなし会 毎月第1土曜日

◎夢灯り2020

エントランスホール

・バレンタインコンサート（稚内大谷高校吹奏楽部）

2/8 図書館前庭

◎図書館まつり

◎クリスマスロビーコンサート（稚内高校吹奏楽部）

1/7

10/26

エントランスホール

研修室

10/25 エントランスホール 120名

◎花壇整備 6月2日 前庭

50名

10/26 150名

10/26、27

2/8 おはなしコーナー 15名

12/15 120名


