
平成29年度　事業実施状況

贈呈

協力ボランティア

・おはなし会

・工作ワークショップ

　「ヤム・ワッカナイ～夢の水辺からはばたこう～」

・映画会（3回）

・リサイクルブックフェア 6/17～7/25

・朗読会

・図書館探検ツアー

・ブックコートかけ体験 6/25 研修室

（図書展示）

「図書館員おすすめの本」 6/20～ 児童・一般コーナー

・夏休みこどもアニメ上映会（12回） 多目的ホール

・本を読んでファイターズを応援しよう！ 7/24～8/20

（図書展示）

「夏休みのおたすけ本」 7/20～8/18 児童コーナー 展示図書 200 冊

「北海道青少年のための200冊」 7/25～8/18 児童・YAコーナー 展示図書 200 冊

・映画会（8回）

・ボランティアおはなし会

・リサイクルブックフェア

・おはなし会

・ぬいぐるみのおとまり会

・ワークショップ 多目的ホール

　「写真で振り返る50年前の稚内」

・こども工作会 研修室

　「おりがみでつくるジャック・オ・ランタン」

・大人の工作会「豆折り本教室」 研修室

(図書展示)

「ハロウィンの本」 9/29～11/5 児童コーナー 展示図書 100 冊

「この題名がすごい！」 9/29～11/5 一般コーナー 展示図書 110 冊

応募数　16校　224編

（小学校10校151編、中学校6校73編）

・こどもアニメ上映会（8回） 多目的ホール

(図書展示)

11/3 6名

研修室

30名

10/29 25名

5名

10/28 30名

10/29 15名

10/28

エントランスホール

のべ53名

のべ36名

研修室

6/24

児童「「よい絵本」大集合」

6/20、21、22 多目的ホール のべ35名

研修室 70名

児童コーナー

多目的ホール 50名

◎第15回図書館まつり

館内全体 20名6/24

7/25～28、8/1～4、8～11

※「みんなでおいでよ！親子ふれあいデー」 4/29

一般「目で見て楽しむ 美しい本の世界」

◎第14回 図書館フェスティバル 6/20～25

　　　　絵本コーナー、母の日のカード作り

(図書展示)

・アニメ上映会（3回） 5/3、4、5

6/25

12回開催

4/26、5/3（2回） おはなしコーナー のべ19名

86名

◎こどもの読書週間(4/23～5/12)

・よみきかせ（2回）

　(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13回実施)

◎ブックスタート事業

◎日曜映画会

総合文化センター

午後2時～

多目的ホール

毎月1回(日曜日) 多目的ホール

4/28～5/24

4/28～5/24

のべ15名

◎第56回読書感想文コンクール

306名

60名

表彰式　12/17 多目的ホール

◎冬休み企画

　入選者　　55名

46回開催

235保健福祉センター

のべ11名

期　　　間 会　　　場 参加人数

一般コーナー

事　　　業　　　名

のべ214名

◎よみきかせの開催 毎週水曜日　午後2時～ おはなしコーナー 49回開催

70名

10/21～29

6/24 研修室ほか

エントランスホール

10/21

10/20～11/3

10/24～27、10/31～11/3 多目的ホール

多目的ホール

◎夏休み企画

のべ110名

12/26～29、1/9～12
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「冬休みのおたすけ本」 12/26～1/24 児童コーナー 展示図書 200 冊

「いぬの絵本」 12/5～29 児童コーナー 展示図書 22 冊

「おめでたい!?ダルマのえほん」 1/11～31 児童コーナー 展示図書 20 冊
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◎図書展示等

「あの人の本棚① 4/1～5/31 一般コーナー 展示図書 15 冊

　～稚内北星学園大学教員のおすすめ本」

「だいすきおかあさんえほん」 5/3～31 児童コーナー 展示図書 27 冊

「おとうさんのえほん」 6/1～30 児童コーナー 展示図書 30 冊

「食育関係図書展」 6/8～15 一般コーナー 展示図書 60 冊

　※教育総務課と連動

「男女共同参画関係図書展」 6/14～26 中庭前 展示図書 50 冊

　※地方創生課と連動

南極観測60周年 稚内市立図書館所蔵 6/22～7/12 エントランスホール 写真 50 点

「南極学術探検隊樺太犬訓練所」写真展

「おひめさまのえほん」 7/5～31 児童コーナー 展示図書 16 冊

「あの人の本棚② 7/5～31 一般コーナー 展示図書 16 冊

　～稚内北星学園大学教員のおすすめ本」

「追悼・永六輔」 7/12～31 中庭前 展示図書 40 冊

「夏休みおたすけ本」 7/13～8/23 児童コーナー 展示図書 200 冊

「北海道青少年のための200冊」 7/21～8/31 児童・YAコーナー 展示図書 200 冊

「とと姉ちゃんの世界」 7/28～8/31 中庭前 展示図書 40 冊

「音と言葉で遊ぶ絵本」 8/3～31 児童コーナー 展示図書 30 冊

「あの人の本棚③ 9/1～10/31 一般コーナー 展示図書 15 冊

　～稚内北星学園大学教員のおすすめ本」

「図書館が舞台の絵本」 9/1～30 児童コーナー 展示図書 27 冊

「平和について考えよう～平和学習資料」 9/1～30 児童コーナー 展示図書 170 冊

「みんな大好き ムーミンの絵本」 10/1～31 児童コーナー 展示図書 36 冊

「ハロウィンのおはなし」 10/21～11/3 児童コーナー 展示図書 100 冊

「頑張れ！日本ハムファイターズ」 10/26～11/3 中庭前 展示図書 40 冊

「てぶくろのえほん」 11/3～30 児童コーナー 展示図書 18 冊

「漢字の本」 11/5～25 中庭前 展示図書 20 冊

「クリスマスの絵本」 11/12～12/25 児童コーナー 展示図書 129 冊

「冬の夜長に読み尽くす!! 11/16～12/29 一般コーナー 展示図書 300 冊

　このミステリーがすごい！」

「雪の絵本」 12/8～1/10 児童コーナー 展示図書 22 冊

「寄贈図書展」 12/16～1/21 中庭前 展示図書 70 冊

「ふゆやすみおたすけ本」 12/21～1/17 児童コーナー 展示図書 100 冊

「ペンギンの絵本」 1/11～31 児童コーナー 展示図書 40 冊

「バレンタインの本」 1/20～2/14 児童コーナー 展示図書 70 冊

「NHK大河ドラマを読む！」 1/6～25 一般コーナー 展示図書 230 冊

「北方領土関係図書展」 1/27～2/10 相談カウンター前 展示図書 30 冊

　※宗谷総合振興局実施のイベントと連動

「2017 若い人に贈る読書のすすめ」 1/27～2/22 YAコーナー 展示図書 24 冊

「あの人の本棚④ 1/27～3/31 一般コーナー 展示図書 17 冊

　～稚内北星学園大学教員のおすすめ本」

「おふろの絵本」 2/4～28 児童コーナー 展示図書 26 冊

「ひなまつりの絵本」 2/15～3/3 児童コーナー 展示図書 20 冊

「ありがとうディック・ブルーナさん」 2/24～3/10 児童コーナー 展示図書 40 冊

「ふるさと稚内 スポットライトを当ててみよう 2/11～3/12 一般コーナー DVD上映

　～稚内北星学園大学学生映像作品集展示」

「のぶみ特集」 3/1～31 児童コーナー 展示図書 25 冊

「にゅうえん・にゅうがくおめでとう」 3/25～4/9 児童コーナー 展示図書 58 冊

「本屋大賞特集」 3/31～4/26 一般コーナー 展示図書 140 冊

1/10～12、14、15 多目的ホール のべ28名

◎冬休みこども映画会（5回） 3/25.、26 多目的ホール

期　　　間 会　　　場 参加人数

のべ19名

事　　　業　　　名

◎春休み図書館キッズシアター（2回）
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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！ 10/21

ハロウインおはなし会 10/22

かぼちゃだんごプレゼント 10/22

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

70名

100名

図書館前庭 のべ60名

エントランスホール

30名

◎図書館まつり

100名12/17

エントランスホール 80名

◎おはなし会 第1土曜日 おはなしコーナー

◎夢灯り2017

エントランスホール

8/2～7 エントランスホール

研修室

◎七夕かざり

◎新春　筝の演奏会

2/11、12 図書館前庭

バレンタインコンサート
　稚内大谷高校吹奏楽部

2/11

◎図書館フェスティバル

のべ100名

50名

4回開催

6/21 集会室

10/22、23

◎クリスマスロビーコンサート

1/6 エントランスホール
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