
全館行事

中央図書館

図書館オータムガーデン した特集展示ほか、読書関連行事を実施

Ⅲ　普及事業
行事

24

名称 内容 開催日・開催回数 参加数

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

市内各図書館において、幼児から小学生を対象としたおはなし会や映画会、特
集資料展示を実施 
市内各図書館において、文字・活字文化の日を記念した講演会や郷土資料を中
心とした特集展示ほか、読書関連行事を実施

こどもの読書週間特別行事
おはなしの花だん
読書週間特別行事
図書館オータムガーデン 

平成28年4月14日～平成28年5月24日

平成28年10月8日～平成28年11月12日

802

7,532

1,894

661

263

39

9
6

53
50
42
33

7

20

9
39

246

7
6

157
52

1,972

197

234

1,099

138

167
164

481

37
241
300

70
39

37

150

18

50

38

4

60

61

毎週木土　特別行事3回　計115回
毎月第一日曜日（各2回）
毎月第三水曜日　特別行事1回　計37回
毎月第一金曜日　計12回
平成28年5月7日、5月14日、6月25日、
10月8日、平成29年2月4日　計5回 
平成28年8月7日
平成28年12月17日
平成28年8月4日
平成29年1月12日
平成28年8月1日
平成29年1月10日
平成28年8月20日
平成28年6月18～19日
平成28年11月5～6日　計2回
平成28年9月11日
平成29年3月25日
平成28年10月7日、10月14日、
11月15日、11月28日　計4回
平成28年8月17日
平成29年1月12日
平成28年4月17日
平成28年4月24日

平成29年2月9日～平成29年3月5日

毎月　計12回
　
毎月第一日曜日　計12回
　
毎月　計12回
　
平成28年11月26日、平成28年12月3日
計2回
平成28年10月2日
平成28年10月30日
平成28年4月16日、6月25日、8月11日、
10月29日、12月10日、平成29年3月18日
計6回
平成28年6月23日
平成28年7月22日
平成28年4月22日
平成28年7月16日
平成28年9月4日

平成28年11月19日

平成29年3月19日

平成28年7月26日

平成28年9月7日

平成28年9月16日

平成28年11月2日、11月9日、11月16日

平成28年11月6日

平成29年1月29日

読み聞かせの会　ねこやなぎ

札幌おはなしの会

赤ちゃんひろば　こぶたのぶーぶ

一日司書体験(小学生版）
 
夏休み工作会「カガクに挑戦！」 
工作会「キラキラ　スノードーム」 
夏休み子ども映画会「スイミー」 
冬休み子ども映画会「はらぺこあおむし」 
せかいの絵本おはなし会（ロシア語編） 
せかいの絵本おはなし会（ドイツ語編） 
図書館でオリエンテーリング 

ぬいぐるみのお泊まり会
 
職業について学ぼう～教えて！獣医さん！～（中高生向け）
図書館で謎解き　ねらわれた貴重書（中高生向け） 

進路探究オリエンテーション
 
サケクイズ 
恐竜クイズ 
ハーモニカコンサート 
おはなしどうぶつえん 
いのちについて学ぶ展示会

（CHUPUKAクイズラリー・イラストメッセージ展）

「子どもの読書」支援セミナー 
 
さっぽろ家庭読書フォーラム 
文字活字文化の日記念講演会
 
サイエンス・フォーラムinさっぽろ
 
「美術への誘い」 
カルチャーナイト 
ジャズ・コンサート 
メディアを通してみる大統領選 
医療講座「図書館で学ぶ糖尿病予防」 
中央図書館から始める世界の旅
～留学生文化紹介セミナー2016～ 
〈ポスト真実〉時代の知と情報 
”ゼロから学ぶ高校生向け起業家講座”
【基礎編】（ワークショップ） 
”ビジネス課題の解決に図書館を使い倒せ！
～ドラッカーも教えてくれなかった図書館活用術”
起業志望者向け講座
「女性のための起業のヒント」
調べてわかる！タイの文化
～インバウンドビジネスはじめの一歩～
起業志望者向け講座
“ゼロからはじめる！”創業応援セミナー～データと
Ｑ＆Ａからわかってくる創業の準備～

協力：CISEネットワーク ※１
協力：CISEネットワーク ※１

共催：札幌こころのセンター

幼児・児童向け
行事

一般向け行事 おおきな木
「大人のための英語の絵本読み聞かせ会」
札幌おはなしの会
「大人の小さなおはなし会」
ドラマチックリーディンググループ
＜さ・く・ら＞「ろうどくの小径」

主催：サイエンス・コンソーシアム
　　　札幌 ※２

共催：北海道美術館協力会

共催：在札幌アメリカ総領事館
共催：在札幌アメリカ総領事館

共催：札幌留学生交流センター

定期
（おはなし会）

定期



新琴似図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
173平成29年2月18日行政書士記念日連携セミナー　死後事務委任契約ってなに？一般向け行事

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－
－

－

－

－

平成28年3月16日～平成28年7月12日
平成28年7月14日～平成28年9月13日
平成28年9月15日～平成28年11月8日
平成28年11月10日～平成28年12月27日
平成29年1月4日～平成29年4月11日
平成28年4月28日～平成28年5月24日
平成28年5月26日～平成28年7月12日
平成28年7月14日～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成28年10月11日
平成28年10月13日～平成28年11月8日

平成28年11月10日～平成28年12月13日

平成28年12月15日～平成29年1月24日
平成29年1月26日～平成29年4月11日
平成27年度より～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成29年1月23日
平成29年1月25日～平成29年4月11日
平成28年7月14日～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成28年10月11日
平成28年10月13日～平成28年11月8日
平成28年10月13日～平成28年11月8日
平成28年11月10日～平成28年12月13日
平成28年12月1日～平成28年12月28日
平成28年12月15日～平成29年1月10日
平成29年1月12日～平成29年2月26日
平成29年2月9日～平成29年3月7日
平成29年3月7日～平成29年3月14日
平成29年3月9日～平成29年3月21日
平成28年4月14日～平成28年6月21日
平成28年6月23日～平成28年8月9日

平成28年8月11日～平成28年9月27日

平成28年12月1日～平成29年1月24日
平成29年1月26日～平成29年4月11日

平成28年6月10日～平成28年7月10日

平成28年9月29日～平成28年11月29日

平成28年10月13日～平成28年12月13日

空・宙・天（そら　そら　そら）
おばけ
いろ　いろいろ
クリスマス
くまくま（ヨムくんのお友達）
読書週間　本の紹介展
学校の行事
自由研究
動物愛護週間
読書週間　本の紹介展
ビアトリクス・ポター生誕150年
ロアルド・ダール生誕100年
自由研究
星と空の文庫
メンタルヘルス
仕事
食

「定山渓温泉開湯150年」
「札幌の音楽とアートをめぐる」
「のりもの温故知新～路面電車と北海道
　新幹線～」
「小説にみる幕末・開拓期の北海道」
「スポーツで広がる札幌の輪」

知って楽しむ！オリンピック
どうぶつの本の世界
文字・活字を生みだす力
「暮しの手帖」と歩むわたしたちのくらし
こんにちは。札幌市衛生研究所です
ことしもサンタがとしょかんにやってきた
いざまいる！お正月は初詣から
本からつながる冬季アジア大会
わたしは、ほっとけない。～支えあういのちの本～
進路探究オリエンテーション（展示）
話題の本を英語で読む！

企画展「わが街の文化遺産“札幌軟石”―札幌は“石の街”
だった！？」
参考資料展示「難読読読展～難読語辞典で解を探す～」
「ほんとにあった調査事例集」
所蔵資料特別展「市電の車窓から～市電とともに歩んだ
街並みをたどる」

企画展示

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
332
166

69
57

36

25
2

95
47
14

－
－
－
－
－
－
－
－
－

30回
10回
平成28年4月23日、平成28年10月22日
平成28年6月25日～平成28年8月31日

平成28年8月4日

平成28年8月9日
平成28年10月23日
平成28年12月17日～平成28年12月18日
平成28年11月5日
平成28年11月6日
平成28年4月28日～平成28年5月24日
平成28年4月28日～平成28年6月21日
平成28年5月26日～平成28年7月12日
平成28年7月14日～平成28年8月23日
平成28年7月14日～平成28年8月23日
平成28年10月20日～平成28年11月22日
平成28年10月20日～平成28年11月22日
平成28年12月1日～平成29年2月21日
平成28年12月1日～平成28年12月25日

おはなし会
子ども映画会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事

企画展示

共催：つくしんぼ  

共催：つくしんぼ

協力：北海道武蔵女子短期大学生ボ
ランティアグループ「はな＊うさぎ」

協力：北海道大学落語研究会

お楽しみ会 
ヨムくんぬり絵をしよう（展示）ーヨムくんもくるよー 

はな＊うさぎ　おはなし会＆工作会 

こわいおはなしの会 
一日司書体験 
冬の工作会「自分だけのしおりをつくってみよう！」 
新琴似図書館寄席 
大人の映画会 
特別展示「ナンセンス・ユーモア絵本」 
資料展示「ガーデニング特集」 
児童展示「ヨムくんのともだちくまの本特集」 
児童展示「夏の自由研究」 
資料展示「夏をクールにすごそう！」 
資料展示「いっぱい笑おう落語の本」 
児童展示「ワッハッハ笑いの本」 
資料展示「ほっこり・ぽかぽか」 
児童展示「クリスマスの本」

定期

子どもの森
企画展示

子どもの森
企画展示

（ミニ展示）

ティーンズ向け
企画展示
「Take off」

さっぽろ
資料室
ミニ展示

※１　CISEネットワークは札幌市周辺地域にある博物館、科学館、図書館等で構成
※２　サイエンス・コンソーシアム札幌は札幌科学談話会、札幌市中央図書館、札幌市博物館活動センターの３者で構成　



元町図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

東札幌図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
－
－
－

平成29年1月4日～平成29年1月24日
平成29年1月26日～平成29年4月11日
平成29年2月23日～平成29年4月25日

企画展示 児童展示「あたらしいとしをむかえる本」
児童展示「日本のむかしばなしの本」
資料展示「春を感じる本」

239
313

37
10
25
25

3
174

20
3

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

19回
12回
平成28年5月5日
平成28年8月3日
平成28年8月11日
平成28年10月2日
平成28年10月23日
平成28年10月29日
平成29年1月12日
平成28年11月6日
平成28年4月28日～平成28年6月21日
平成28年4月28日～平成28年6月21日
平成28年6月23日～平成28年8月23日
平成28年6月23日～平成28年8月23日
平成28年6月23日～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成28年9月27日
平成28年8月25日～平成28年10月25日
平成28年9月29日～平成28年11月8日
平成28年10月27日～平成28年11月8日
平成28年11月10日～平成28年12月27日
平成28年11月10日～平成28年12月27日
平成29年1月4日～平成29年1月24日
平成29年1月4日～平成29年2月2日
平成29年1月4日～平成29年1月24日
平成29年2月15日～平成29年3月28日
平成29年2月15日～平成29年3月28日

おはなしの会
おもちゃの無料修理

幼児・児童向け
行事

一般向け行事
企画展示

共催：おはなしの会「てるてる」
共催：おもちゃクリニック

共催：おもちゃクリニック

協力：札幌ウィンタースポーツミュージアム、
第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会

協力：白石区市民部総務企画課
（地域安全担当）

協力：白石警察署生活安全課、市民
文化局市民生活部消費生活課

こども映画会
夏休みこども工作会
夏休みこわい映画の会
護身術講座「親子で学ぶ護身術」
一日司書体験
栞作り
冬休み子ども工作会
ブックカバーかけ方講座
壁飾り＆特別展示「のりものだいすき」（児童）
図書展示「はじめてみませんか？ガーデニング」（一般）
壁飾り＆図書展示「おばけの本」（児童）
図書展示「天文・大人の工作」（児童）
図書展示「夏休みの自由研究」（児童）
壁飾り＆図書展示「どうぶつの本の世界」（児童）
図書展示「健康」（一般）
壁飾り＆図書展示「スポーツの秋・スポーツをよむ！」（児童）
図書展示「映像化作品特集」（一般）
図書展示「あったかーいもの特集」（一般）
壁飾り＆図書展示「メリークリスマス」（児童）
壁飾り＆図書展示「お正月」（児童）
壁飾り＆図書展示「冬の本」
図書展示「自由研究」（児童）
壁飾り＆図書展示「おかしの本」（児童）
図書展示「Sweets」おかしのレシピ本　（一般）

定期

265

47

52
11
58

8
－
－
－
－
－
－
－

－

－
－
－
－
－

－

－
－

－

23回

2回

3回
平成28年11月5日
平成28年10月28日～平成28年10月30日
平成28年10月29日
平成28年4月28日～平成28年5月24日
平成28年5月26日～平成28年6月21日
平成28年6月23日～平成28年7月12日
平成28年7月28日～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成28年9月27日
平成28年9月29日～平成28年10月18日
平成28年10月20日～平成28年11月2日

平成28年10月20日～平成28年11月13日

平成28年11月3日～平成28年11月16日
平成28年11月17日～平成28年11月29日
平成28年12月1日～平成28年12月25日
平成28年12月1日～平成28年12月27日
平成28年12月23日～平成29年1月17日

平成29年1月4日～平成29年1月24日

平成29年1月26日～平成29年2月21日
平成29年2月23日～平成29年3月21日

平成29年3月23日～平成29年4月25日

ボランティアグループ＜マーガレットneo＞
楽しいお話し会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事

企画展示

ボランティアグループ＜マーガレットneo＞
特別お楽しみ会「お話と工作会」 
こども映画会 
司書によるお話会「もりのやきゅうちーむふぁいたーず」 
しおりを作ってみよう（児童・一般共通） 
ビデオ上映会「これならできる運動習慣」 
図書展示「絵本と図書館」（一般・児童） 
図書展示「花の本」（一般・児童） 
図書展示「アウトドアのススメ」（一般） 
図書展示「夏の自由研究」（児童） 
図書展示「落語を聴く！読む！」（一般・児童） 
図書展示「やっぱり大好き！猫・犬」（一般・児童） 
図書展示「あなたの暮らしにスポーツを」（一般） 

特別展示「ウィンタースポーツの世界」（一般）
 
図書展示「もっと知りたい！ウィンタースポーツ」（一般）
図書展示「石のはなし」（一般） 
図書展示「クリスマスの絵本」（児童） 
図書展示「特別な日に役立つ料理」（一般） 
ミニ図書展示「冬の自由研究」（児童） 

図書展示「知っておきたい防災のこと」（一般）
 
図書展示「とっておきのお菓子作り！」（一般・児童） 
図書展示「外国文学受賞作品を読む」（一般） 

パネル展示・図書展示「詐欺に注意！」（一般） 

定期



厚別図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

西岡図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

381

100

33

67

89

－

－
－
－
－

－

－

－
－

44回

平成28年4月29日

平成28年6月25日

平成28年11月12日

2回

平成28年3月30日～平成28年4月12日

平成28年4月16日～平成28年5月12日
平成28年5月26日～平成28年6月21日
平成28年7月28日～平成28年8月23日
平成28年9月15日～平成28年9月27日

平成28年9月29日～平成28年10月11日

平成28年10月21日～平成28年11月16日

平成28年12月1日～平成28年12月25日
平成29年1月18日～平成29年2月2日

楽しいお話会幼児・児童向け
行事

一般向け行事
企画展示

共催：読み聞かせボランティア
　　　「てぶくろ」

共催：腹話術愛好会「腹笑会」

共催：読み聞かせボランティア
　　　「てぶくろ」
共催：読み聞かせボランティア
　　　「てぶくろ」
共催：朗読グループ「和みの本棚」
協力：保健福祉部障がい福祉課、
札幌ポプラ会
（北海道自閉症協会札幌分会）
協力：市民部区政課地域安全担当

共催：札幌市動物管理センター
共催：厚別区保健福祉部健康・こど
も課（生活衛生担当）

協力：公的財団法人　札幌国際プラザ

共催：西岡児童会館
共催：ボランティア楽しいお話の会

協力：札幌市青少年科学館

共催：古典文学研究会「紫会」
協力：ボランティアグループ読み聞かせの会

共催：西岡児童会館

共催：ボランティア楽しいお話の会
共催：西岡児童会館

共催：ボランティア楽しいお話の会

共催：西岡児童会館

「厚別図書館腹話術バラエティーショー」
(腹話術愛好会　腹笑会）

「てぶくろ」３０周年記念行事「かみしばい」まつり

おたのしみ会（読み聞かせボランティア『てぶくろ』）

『和み（なごみ）の本棚』

図書展示「世界自閉症啓発デー　関連図書展示」

図書展示「みんなの交通安全」
図書展示「函館と東北～歴史と文化をたずねて」
図書展示「リオオリンピックとスポーツの本」
図書展示「どうぶつの本の世界」

特別展示「きのこ展」

図書展示
「夏目漱石没後100年「漱石の『こころ』をたずねて」」
図書展示『どくしょでたのしむクリスマス』
図書展示『日本と世界の姉妹都市』

定期

478
315

16
51
26
22
28
46

337
159

142（枚）
26
12

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

42回
9回
平成28年6月30日
平成28年4月29日
平成28年4月29日
平成28年11月5日
平成28年12月7日
平成28年12月22日
17回
平成28年8月9日
平成28年10月28日～平成28年10月30日
平成28年11月10日
平成28年11月12日
平成28年4月1日～平成28年4月12日
平成28年4月23日～平成28年5月10日
平成28年5月12日～平成28年5月24日
平成28年5月26日～平成28年6月7日
平成28年6月9日～平成28年6月21日
平成28年6月30日～平成28年7月12日
平成28年6月30日～平成28年7月12日
平成28年7月28日～平成28年8月9日
平成28年7月28日～平成28年8月9日
平成28年8月11日～平成28年8月23日
平成28年8月25日～平成28年9月6日
平成28年9月15日～平成28年9月27日
平成28年9月29日～平成28年10月11日
平成28年10月13日～平成28年10月25日
平成28年10月27日～平成28年11月10日
平成28年11月11日～平成28年11月22日
平成28年12月1日～平成28年12月13日
平成28年12月1日～平成28年12月13日
平成28年12月15日～平成28年12月25日
平成28年12月15日～平成28年12月24日
平成28年12月25日～平成29年1月10日
平成29年1月12日～平成29年1月24日
平成29年1月12日～平成29年1月24日
平成29年1月26日～平成29年2月14日
平成29年2月2日～平成29年2月14日
平成29年3月1日～平成29年3月7日

楽しいお話の会
こども映画会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事

企画展示

職員による読み聞かせ
こりんとめーたんがやってくる
楽しいお話の会スペシャル
ふしぎな科学実験
「飛べ！紙飛行機」紙飛行機とびくらべ大会
楽しいお話の会　クリスマス会
定期　古典文学研究会紫会「古典文学の学習会」
星の観察会
「しおりを作ろう！」
講演会「竹取物語を読む～原作と絵本の比較～」
大人の読み聞かせ
資料展示「のってみたいな　新幹線！」
資料展示「本の世界の図書館」
資料展示「家庭菜園で食を楽しむ」
資料展示「スーパースターを読む～偉人伝～」
資料展示「アウトドア　レッツビギン！」
資料展示「なつの絵本」
資料展示「文学賞を読む」
資料展示「宇宙に挑戦！」
資料展示「夏休み　おすすめの一冊」
資料展示「スポーツの祭典 オリンピック」
資料展示「突然の災害に備えて」
資料展示「動物の本の世界」
資料展示「紙細工の世界」
資料展示「図鑑を楽しむ」
資料展示「古典～いにしえの文学～」
資料展示「知ってますか？子どもの権利」
資料展示「真田幸村」
資料展示「銀幕を読む」
資料展示「ハッピー！クリスマス」
資料展示「図書館も恋の「役に立つ」！？」
資料展示「子どもたちからの年賀状」
資料展示「2016年　星になった作家たち」
資料展示「ふゆの絵本」
資料展示「バレンタインをあなたと」
資料展示「これが蔵書一斉点検だ！」
資料展示「ミッフィーちゃんのなみだ」

定期



清田図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

澄川図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

315
89
68
21
490
－
－
－
－
－
－
－
－

42回
3回
平成28年12月10日
平成28年4月14日～平成28年5月10日
10回
平成28年6月9日～平成28年6月21日
平成28年7月28日～平成28年8月23日
平成28年9月15日～平成28年9月22日
平成28年11月10日～平成28年11月29日
平成28年12月15日～平成28年12月27日
平成29年1月12日～平成29年1月24日
平成29年2月9日～平成29年2月21日
平成29年3月9日～平成29年3月21日

たのしいおはなしのかい
よみきかせ会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事
企画展示

協力：ボランティアぽけっと
協力：ボランティア北野ゆめの会
協力：ボランティアぽけっと
協力：ボランティア北野ゆめの会
協力：清田図書館で映画を見る会

クリスマス会
おはなしの花だん
清田名作映画劇場
資料展示「家庭菜園・ガーデニング」
資料展示「夏休みの工作」
資料展示「収納について」
資料展示「ダイエット」
資料展示「年末にお薦めのＣＤ」「着物とお正月の料理」
資料展示「新年にお薦めのＣＤ」
資料展示「ちょっと小さくてかわいい本」
資料展示「卒業・旅だちの本」

定期

471
111
19
51
15
74
76
33

24

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－
－
－

－

－
－
－
－

51回
11回
平成28年4月23日
4回
平成28年4月30日
平成28年10月29日～平成28年10月30日
平成28年11月3日
平成28年7月28日

平成28年10月2日

平成28年4月1日～平成28年4月26日
平成28年4月28日～平成28年5月10日
平成28年5月12日～平成28年5月24日
平成28年5月26日～平成28年6月7日
平成28年5月26日～平成28年6月21日
平成28年6月9日～平成28年6月21日
平成28年6月9日～平成28年7月12日
平成28年6月23日～平成28年7月12日
平成28年6月23日～平成28年7月12日
平成28年7月14日～平成28年8月9日
平成28年7月14日～平成28年8月9日
平成28年8月1日～平成28年8月16日
平成28年8月1日～平成28年8月23日
平成28年8月11日～平成28年8月23日
平成28年9月15日～平成28年9月27日
平成28年9月15日～平成28年10月11日
平成28年9月15日～平成28年10月11日
平成28年10月1日～平成28年10月31日
平成28年10月13日～平成28年11月8日

平成28年10月21日～平成28年10月29日

平成28年10月30日～平成28年11月29日
平成28年11月10日～平成28年11月29日
平成28年12月1日～平成28年12月25日

平成28年12月1日～平成29年1月10日

平成29年1月12日～平成29年2月21日
平成29年1月26日～平成29年2月26日
平成29年2月23日～平成29年3月7日
平成29年3月9日～平成29年4月11日

おはなし会
映画会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事

企画展示

協力：経専たまご隊
協力：プーの森

協力：人形劇団ばびぶ
共催：青少年科学館
協力：ＮＰＯ法人「葬送を考える市
民の会」

協力：南区健康子ども課

協力：青少年科学館

協力：防災センター
協力：動物管理センター

協力：子どもの権利推進担当課

協力：冬季アジア大会事務局
協力：こころのセンター

特別おはなし会
小学生のためのおはなし会
特別えいが会
こうさく会「しおりをつくってみよう」
人形劇「ばびぶ」による人形劇と腹話術
星の観望会

講演会「エンディングノート～いつか来る日のために」

図書展示Ｈ２８年度札幌市中学校教科書の紹介
宮沢賢治生誕１２０年
図書展示「楽しい家庭菜園／ガーデニングの季節」
図書展示「外で遊ぼうーアウトドアの季節」
資料展示「定山渓温泉開湯１５０周年」
資料展示「元素って何だ！～祝新元素ニホンニウム発見」
図書展示「仕事って何だ！～未来を拓け」
資料展示「１８歳からの選挙権～そうだ、選挙へ行こう！」
特別展示「食育～早ね、早おき、朝ごはん」
資料展示「生物多様性って何だ？～クマだってこわいベヤ」
図書展示「星はどこから来るの？」
図書展示「夏休みはこれを読め！」
図書展示「リオ五輪を楽しみ本」
特別展示「災害と防災」
図書展示「動物愛護週間」
図書展示「北海道のワインを楽しむ」
特別展示「終活は今」
図書展示「魔女と魔法の本」
特別展示「南区・道の歴史～すみかわ古道を行く！」
図書展示「祝！日本シリーズ進出～北海道日本ハムファイ
ターズ応援展示～」
図書展示「日本ハム～祝！日本シリーズ進出」
特別展示「子どもの権利ってなんだろう」
図書展示「クリスマスの本」
図書展示「新年を迎えるために～年末に役立つ本、年始を
楽しむ本」
図書展示「カワイイ！だけじゃない　北の動物たち」
図書展示「２０１７冬季アジア札幌大会を楽しむ本」
特別展示「わたしは、ほっとけない～こころの健康」
図書展示「春はそこまで～みんなピカピカの一年生！」

定期

－
－
－
－

平成29年3月9日～平成29年3月21日
平成29年3月9日～平成29年3月21日
平成29年3月23日～平成29年4月9日
平成29年3月23日～平成29年4月7日

企画展示 資料展示「わたしは、ほっとけない。～命の火を大切に～」
資料展示「はるの絵本」
資料展示「絵本週間～ひとつぶの夢の種～」
資料展示「気持ちキラキラ！入園入学」



山の手図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

曙図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

えほん図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数

799
289
258

73
47
35
93

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

32回
10回
10回
平成28年10月29日
平成28年12月13日
平成29年1月10日
2回
平成28年4月1日～平成28年5月24日
平成28年4月28日～平成28年5月25日
平成28年5月26日～平成28年6月21日
平成28年6月23日～平成28年8月17日
平成28年7月14日～平成28年8月23日
平成28年8月18日～平成28年9月27日
平成28年9月29日～平成28年11月8日
平成28年11月10日～平成28年12月25日
平成28年12月26日～平成29年1月25日
平成29年2月4日～平成29年4月25日
平成29年3月13日～平成29年4月25日

絵本の読み聞かせ会
小学生のためのおはなし会
たのしいおはなし会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事
企画展示

共催：山の手図書館よみきかせの会
共催：おはなしかご
共催：おはなしかご
共催：腹話術愛好会「腹笑会」
共催：山の手図書館よみきかせの会
共催：山の手図書館よみきかせの会
共催：おはなしかご

腹話術　バラエティーショー
クリスマスおたのしみ会
カルタ会
定期　大人のおはなし会
資料展示「断舎利のススメ」
特別展示「おりがみっていいね！」
資料展示「終活の本」
資料展示「芥川賞」
資料展示「夏の自由研究」
資料展示「直木賞」
資料展示「ジャズを楽しむ」
資料展示「クリスマス」
資料展示「謹賀新年　酉年」
資料展示「入園・入学」
資料展示「本屋大賞」

定期

578
272

30
39
14
88
30
36

－
－

－

－
－
－

42回
19回
平成28年7月16日
平成28年12月17日
平成28年8月3日
平成28年10月22日
平成28年11月5日
平成29年2月18日
平成28年4月28日～平成28年5月19日
平成28年7月28日～平成28年8月23日

平成28年10月27日～平成28年11月29日

平成28年12月1日～平成28年12月25日
平成29年1月4日～平成29年2月28日
平成29年3月1日～平成29年3月31日

たのしいお話し会
子ども映画会

幼児・児童向け
行事

一般向け行事

企画展示

共催：読み聞かせの会わらび

共催：読み聞かせの会わらび
共催：読み聞かせの会わらび

共催：人形劇団ブランコ
共催：北海道科学大学

夏のおたのしみ会
冬のおたのしみ会
夏休み切り紙工作会
人形劇・腹話術
合同講演会　「ちょっと詳しい、　糖尿病のお話」
一般向け映画会
「北の大地でうまれた本～北海道ゆかりの児童作家たち～」
夏休み切り紙工作会関連図書特別展示
合同講演会「ちょっと詳しい、糖尿病のお話」関連図書特
別展示
クリスマス関連図書特別展示
冬に関する絵本の展示「ふゆのおはなし」
春に関する絵本の展示「はる・・・？」

定期

2,405

287

160

198
200

35
200
100
272

790

66
315

74
200

毎週火曜日：1～2歳　　64回
毎週水曜日：3～4歳
毎週木曜日：0歳　毎月最終土曜日：5歳
平成28年5月24日
平成28年7月11日、7月12日、　　10回
7月15日、7月19日、7月22日、8月8日、
8月9日、8月12日、8月19日、8月22日
平成28年7月17日
平成28年7月30日
平成28年8月16日
平成28年8月20日、8月21日
平成28年8月27日
平成28年9月10日、9月11日
平成28年9月11日、10月9日、　　６回
12月8日、平成29年1月8日、2月12日、
3月12日
平成28年11月7日
平成28年11月13日
平成28年12月3日
平成28年12月10日

年齢別おはなし会
幼児・児童向け

行事

生涯学習センター「ちえりあ親子映画会」 

（試行）年齢別おはなし会
 
白石区ふるさとまつり(子ども遊芽カーニバル) 
えほん図書館開館100日前イベント 
どうぶつおはなし会 
ちえりあフェスティバル 
ようちえん・こどもえんにこにこフェスティバル 
ハッピーママフェスタ札幌 

図書館デビュー
 
えほん図書館開館記念セレモニー 
えほん図書館開館記念イベント 
ファイターズおはなし会 
子育て未来フェスタ 

定期



30

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
20
10

227
11
32

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

平成28年12月17日
平成28年12月23日
平成29年1月29日
平成29年2月18日～19日
平成29年3月19日
平成28年6月6日～10日
平成28年11月7日～24日
平成28年11月7日～12月25日
平成28年11月26日～平成29年3月23日
平成28年12月26日～平成29年3月23日
平成29年2月11日～3月26日
平成29年2月18日～3月23日
平成29年2月18日～3月23日
平成29年2月25日～3月23日
平成29年3月25日～5月12日
平成28年3月25日～6月22日

平成29年3月26日～7月27日

幼児・児童向け
行事

企画展示

絵本講座 
クリスマスワークショップ 
うごくシャッフルぬりえ 
ぬいぐるみおとまり会 
デジタル絵本づくり 
札幌市えほん図書館開館前PRパネル展
荒井良二絵本展
資料展示「クリスマス絵本展」
年中行事の絵本展
資料展示「絵本で冬を楽しもう！」
さっぽろ絵本グランプリ受賞作品展
ミニ展示「追悼ディック・ブルーナ」
ミニ展示「追悼佐藤さとる」
ミニ展示「追悼まついのりこ」
こどもの読書週間関連展示「春を感じて・・・」
資料展示「えほんDEどうぶつえん」
ミニ展示「荒井良二さん『きょうはそらにまるいつき』
日本絵本賞大賞受賞！！」


