
全館行事

Ⅲ　普及事業
行事

名称 内容 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29年4月16日～平成29年5月23日

平成29年10月26日～平成29年11月18日 1,852

828
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中央図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事

定期

読み聞かせの会　ねこやなぎ
毎週木・土曜　
毎月第一土曜　
特別行事2回　計42回

522

札幌おはなしの会
毎月第一日曜（各2回）　
毎月第三水曜　
特別行事1回　計15回

232

赤ちゃんひろば　こぶたのぶーぶ 毎月第一金曜　計5回 72
一日司書体験 平成29年5月6日 8
一日司書体験 平成29年5月13日 8
一日司書体験 平成29年6月24日 8
一日司書体験（澄川図書館） 平成29年10月21日 6
ブックトーク（清田図書館） 平成29年8月19日 8
図書館でオリエンテーリング（元町図書館） 平成29年8月26日 8
図書館でオリエンテーリング（厚別図書館） 平成29年12月10日 8
職業について学ぼう～教えて！建築士さん！～
（東札幌図書館）（中高生向け）

平成29年9月9日 8

ビブリオバトル（新琴似図書館） 平成29年11月12日 27
ぬいぐるみのお泊まり会（山の手図書館） 平成29年11月19日～平成29年11月25日 10
ぬいぐるみのお泊まり会（曙図書館） 平成30年2月10日～平成30年2月17日 10
せかいの絵本おはなし会　英語編（えほん図書館） 平成30年1月12日 54
ヘンテコ図書館からの脱出（西岡図書館）（中高生向け） 平成30年3月25日 20
子ども読書キャラバン事業読み聞かせ会（曙） 平成29年9月2日 10
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （西岡） 平成29年10月7日 8
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （厚別） 平成29年10月15日 16
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （澄川） 平成29年11月5日 16
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （元町） 平成29年12月2日 14
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （山の手） 平成29年12月23日 6
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （清田） 平成30年1月20日 7
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （新琴似） 平成30年2月3日 5
　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　 （東札幌） 平成30年2月25日 6
おはなしどうぶつえん（こどもの読書週間特別行事） 協力：円山動物園 平成29年4月16日 36
札幌国際短編映画祭PR上映会　子どもの部
（こどもの読書週間特別行事）

協力：No�Maps実行委員会 平成29年4月22日 62

北海道日本ハムファイターズ読書推進全道キャンペーン
（※参加協力）

主催：北海道 平成29年7月13日～平成29年8月20日 36

さっぽろ家庭読書フォーラム　第1部　図書局発表
（子ども読書チャレンジプロジェクト）

平成29年10月14日 45

進路探究オリエンテーション
（子ども読書チャレンジプロジェクト）

平成29年10月31日・平成29年11月28日 157

中・高生ビブリオバトル（子ども読書チャレンジプロジェクト） 平成30年1月20日
バトラー　6人
観戦者��　60人

子ども読書キャラバン事業講演会 平成29年9月3日 76
一般向け行事 札幌国際短編映画祭PR上映会　大人の部

（こどもの読書週間特別行事）
平成29年4月22日 36

サイエンス・フォーラムinさっぽろ 主催：サイエンス・コンソーシアム札幌 平成29年5月27日・平成29年7月15日 111
美術への誘い 共催：北海道美術館協力会 平成29年6月27日 29
ハーモニカ・コンサート（カルチャーナイト2017） 協力：札幌ハーモニカ・アンサンブル 平成29年7月21日 52
さっぽろ家庭読書フォーラム　第2部　講演会
（子ども読書チャレンジプロジェクト）

平成29年10月14日 31

「文字・活字文化の日」記念講演会
（子ども読書チャレンジプロジェクト・読書週間特別行事）

平成29年10月28日 90

子どもの読書支援セミナー　絵本ふれあいセミナー
（子ども読書チャレンジプロジェクト）

平成29年11月19日 17
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
一般向け行事 子どもの読書支援セミナー　読み聞かせ技術講座

（子ども読書チャレンジプロジェクト）
平成29年12月3日 101

ドーレくんからの挑戦状─図書館本探しバトル─ 協力：㈱コンサドーレ 平成29年5月20日 8

ドナルド・キーンがつづる石川啄木の世界
協力：公益財団法人ブルボン吉田記念財
団　ドナルド・キーン・センター柏崎

平成29年7月2日 69

起業志望者向け講座「起業を成功させるための準備ポイント」
共催：よろず支援拠点、一般財団法人
さっぽろ産業振興財団

平成29年6月3日 33

女性のための起業志望者向け講座「女性のための起業のヒント」
共催：リラコワ、一般財団法人さっぽろ
産業振興財団

平成29年7月1日 37

知るぽると塾in札幌「個人型確定拠出年金（iDecoイデコ）
そこが知りたい！～ iDecoの仕組みとライフプランも考慮した
活用術」

共催：北海道金融広報委員会 平成29年7月9日 50

企画展示 児童展示 くまくま（ヨムくんのお友達） 平成28年12月28日～平成29年4月11日 -
児童展示 きょうりゅう 平成29年4月12日～平成29年8月6日 -
ミニ展示 本の紹介展 平成29年5月22日～平成29年5月23日 -
ミニ展示 金原瑞人 平成29年5月24日～平成29年8月6日 -
ミニ展示 さがしえ絵本 平成29年5月24日～平成29年8月6日 -
ミニ展示 自由研究 平成29年7月12日～平成29年8月6日 -
ミニ展示 ティーンズ向け企画展示「Take�off」ブカツ！ 平成29年4月12日～平成29年8月6日 -
その他 子ども読書キャラバン事業展示（地区図書館9館） 平成29年8月24日～平成30年2月27日 -

進路探究オリエンテーション　おしごと探究4コマ
まんが展（子ども読書チャレンジプロジェクト）

平成30年3月5日～平成30年3月9日 -

特別展示
北海道コンサドーレ札幌展
～市民とともに歩んだ20年の軌跡～

協力：㈱コンサドーレ 平成29年5月11日～平成29年6月13日 3,759

特別展示
ドナルド・キーン・センター柏崎企画展　図書館
で巡回展示　ドナルド・キーン　石川啄木の日記
を読み解く～最初の現代日本人～

協力：公益財団法人ブルボン吉田記念財
団　ドナルド・キーン・センター柏崎

平成29年6月29日～平成29年7月23日 2,437

ミニ展示
さっぽろ資料室ミニ展示
「もっと知りたい北海道のこと」

平成29年4月13日～平成29年6月13日 -

ミニ展示
さっぽろ資料室ミニ展示
「北海道立近代美術館　40周年」

平成29年6月15日～平成29年8月6日 -

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事
定期

お話会 共催：つくしんぼ 31回 239
子ども映画会 10回 163

春のおたのしみ会（こどもの読書週間特別行事） 共催：つくしんぼ 平成29年4月22日 36
こわいおはなしの会 平成29年7月27日 21

はな＊うさぎのおはなし会＆工作会
協力：はな＊うさぎ（北海道武蔵女子短
大図書館ボランティア）

平成29年8月3日 24

秋のおたのしみ会（読書週間特別行事） 共催：つくしんぼ 平成29年10月28日 23
一日司書体験（読書週間特別行事） 平成29年10月29日 4
冬の工作会「しおりをつくってみよう！」 平成29年12月16日・平成29年12月17日 67
（中央館主催）ビブリオバトル 平成29年11月12日
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成30年1月25日～平成30年2月13日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成30年2月3日

一般向け行事 大人の映画会 4回 100
新琴似図書館寄席（読書週間特別行事） 協力：北海道大学落語研究会 平成29年11月4日 30

企画展示 児童展示 「こわいおはなしの本」 平成29年6月29日～平成29年9月5日 -
児童展示 「自由研究の本」 平成29年7月27日～平成29年8月22日 -
児童展示 「HAPPY�HALLOWEEN」 平成29年9月21日～平成29年11月7日 -
児童展示 「クリスマスの本」 平成29年11月23日～平成29年12月26日 -
児童展示 「冬休みの自由研究」 平成29年12月24日～平成30年1月23日 -
児童展示 「としこし・お正月の本」 平成29年12月28日～平成30年1月9日 -

資料展示
「ものがたりのなかのプリンス＆プリンセス」
（こどもの読書週間特別行事）

平成29年4月27日～平成29年5月23日 -

資料展示 「あめのほん」 平成29年5月25日～平成29年6月27日 -
資料展示 「ダイエット、始めてみませんか？」 平成29年5月25日～平成29年7月25日 -
資料展示 「ゴッホと印象派・ポスト印象派時代の画家たち」 平成29年9月21日～平成29年10月24日 -
資料展示 「落語一席」 平成29年10月26日～平成29年11月7日 -
資料展示 「開運」 平成29年12月28日～平成30年1月23日 -
資料展示 「バレンタインの本」 平成30年1月25日～平成30年2月13日
児童展示 「まちどおしいね！春のえほん」 平成30年2月15日～平成30年4月24日
児童展示 「としょかんすいぞくかん」 平成30年2月15日～平成30年4月24日
特別展示 「オリンピック・パラリンピック」 平成30年2月15日～平成30年3月20日

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
幼児・児童向け

行事
定期

おはなしの会 共催：てるてる 18回 254
おもちゃクリニック 共催：おもちゃクリニック 12回 346

子ども映画会（こどもの読書週間特別行事） 平成29年5月3日 20
おはなしの会～夏のスペシャル 共催：てるてる 平成29年7月15日 32
夏休みこども工作会 平成29年8月2日 10
夏休みこわい映画の会 平成29年8月10日 43
親子で学ぶ護身術 平成29年10月1日 12
1日司書体験 平成29年10月22日 3
しおり作り（読書週間特別行事） 平成29年10月28日・平成29年10月29日 117
冬休みこども工作会 共催：おもちゃクリニック 平成30年1月10日 16
（中央館主催）図書館でオリエンテーリング 平成29年8月26日
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年11月23日～平成29年12月12日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年12月2日

一般向け行事 大人の映画会（読書週間特別行事） 平成29年11月5日 19
企画展示 図書展示 「ガーデニング」 平成29年4月27日～平成30年6月27日 -

図書展示 「涼を楽しむ」 平成29年6月29日～平成30年8月22日 -
図書展示 「健康」 平成29年8月24日～平成30年11月7日 -
図書展示 「あったかいもの」 平成29年11月9日～平成30年1月25日 -
児童展示 「日本と世界のむかしばなし」 平成29年4月27日～平成29年6月27日
児童展示 「夏・自由研究」 平成29年6月29日～平成30年8月22日 -
児童展示 「動物」 平成29年8月24日～平成30年9月26日 -
児童展示 「みのりの秋」 平成29年9月28日～平成30年11月7日 -
児童展示 「クリスマス」 平成29年11月9日～平成30年12月28日 -
児童展示 「冬」 平成30年1月4日～平成30年1月25日
図書展示 「お菓子」 平成30年2月7日～平成30年3月31日
児童展示 「お菓子」 平成30年2月7日～平成30年3月31日
特別展示 「オリンピック」 平成30年2月7日～平成30年3月13日

元町図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事
定期

ボランティアグループ〈マーガレットneo〉
楽しいお話し会

21回 197

春の子ども映画会「オズの魔法使い」
（こどもの読書週間特別行事）

平成29年5月7日 20

ボランティアグループ〈マーガレットneo〉特別おたのしみ会
「おはなしと工作会」（こどもの読書週間特別行事）

平成29年5月13日 33

夏の子ども映画会「ぞくぞく村のオバケたち」 平成29年8月13日 21
ボランティアグループ〈マーガレットneo〉特別おたのしみ会
「おはなしと工作会」（読書週間特別行事）

平成29年10月28日 26

冬の子ども映画会「おれたち　ともだち」 平成30年1月14日 13
（中央館主催）中高生行事　
職業について学ぼう「教えて！建築士さん！」

平成29年9月9日

（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年2月15日～平成29年2月27日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年2月25日

一般向け行事 秋の映画会「映像で観る世界の美術館」（計3回）（読書週間特別行事） 平成29年10月31日～平成29年11月2日 65
しおりをつくってみよう（児童・一般共通）（計2回）
（読書週間特別行事）

平成29年11月11日・平成29年11月12日 107

企画展示
その他

図書・パネル展示「知る！読む！私たちの白石区」
（一般）

協力：白石区市民部地域振興課 平成29年5月25日～平成29年6月27日 -

図書展示 「アウトドアを楽しもう！」（一般） 平成29年6月29日～平成29年7月25日 -
図書展示 「ココロ豊かに、シニアライフ」（一般） 平成29年7月27日～平成29年8月22日 -
図書展示 「本から知る色々な職業」（一般） 平成29年8月24日～平成29年9月26日 -
図書展示 「DIYをはじめよう」（一般） 平成29年9月28日～平成29年10月10日 -

その他
企画展示「東札幌本の美術館」（一般）
（読書週間特別行事）

平成29年10月26日～平成29年11月14日 -

図書展示 「アートっておもしろい！」（一般）（読書週間特別行事） 平成29年10月26日～平成29年11月14日 -
図書展示 「冬のあったかいもの」（一般） 平成29年12月14日～平成30年1月9日 -

図書展示
「ハリー・ポッターと魔法の世界」
（一般・児童）（こどもの読書週間特別行事）

平成29年4月27日～平成29年5月23日 -

ミニ展示 ミニ図書展示「夏の自由研究」（児童） 平成29年7月25日～平成29年8月20日 -
ミニ展示 ミニ図書展示「クリスマスの本」（児童） 平成29年12月1日～平成29年12月25日 -

図書展示
「読んで、食べて、健康に♪発酵食品や健康レシ
ピ」（一般）

平成30年1月11日～平成30年2月13日

図書展示 「読む？聴く？ジャズ♪」（一般） 平成30年2月15日～平成30年3月13日
図書展示 「新生活応援」（一般） 平成30年3月15日～平成30年4月10日

東札幌図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事
定期 楽しいお話会 共催：読み聞かせボランティア「てぶくろ」 44回 350
厚別図書館腹話術バラエティーショー
（こどもの読書週間特別行事）

腹話術愛好会『腹笑会』 平成29年4月29日 69

厚別図書館読み聞かせボランティア『てぶくろまつり』 共催：読み聞かせボランティア「てぶくろ」 平成29年7月22日 20
こわいおはなしの会 平成29年8月2日 17
厚別図書館おたのしみ会（読書週間特別行事） 共催：読み聞かせボランティア「てぶくろ」 平成29年11月18日 60
「今年の干支（えと）を楽しもう！いぬがたくさんおはなし会」 平成30年1月17日 22
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年10月12日～平成29年10月24日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年10月15日
（中央館主催）図書館でオリエンテーリング 平成29年12月10日

一般向け行事 大人のための朗読会「和みの本棚」 共催：朗読グループ「和みの本棚」 平成29年9月24日 22
大人のための朗読会「和みの本棚」 共催：朗読グループ「和みの本棚」 平成30年3月18日 56

企画展示
図書展示 「世界自閉症啓発デー関連図書展示」

協力：札幌市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）

平成29年3月27日～平成29年4月11日 -

図書展示
「情報社会のあるきかた」
（こどもの読書週間特別行事）

協力：札幌市教育委員会（児童生徒担当課）、
札幌市市民生活部消費生活課（札幌市消費者セ
ンター）、北海道庁環境くらし安全局道民生活課

平成29年4月19日～平成29年5月12日 -

図書展示 「ディック・ブルーナ氏をしのんで」 協力：株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン（資料提供） 平成29年6月15日～平成29年7月11日 -
図書展示 「食中毒と食の安全」 協力：厚別区役所健康・子ども課（生活衛生担当） 平成29年7月13日～平成29年7月25日 -
図書展示 「こわいはなし、おばけのはなし」 平成29年7月27日～平成29年8月22日 -
図書展示 「どうぶつの本の世界」（動物愛護週間関連行事） 協力：札幌市動物管理センター 平成29年9月14日～平成29年9月26日 -
特別展示 「きのこ展」 協力：厚別区健康・子ども課（生活衛生担当） 平成29年9月28日～平成29年10月10日 -

図書展示
「厚別図書館“絵本専門士”がおすすめする『大人の
ための絵本』」（読書週間特別行事）

平成29年10月26日～平成29年11月21日 -

図書展示 「どくしょで楽しむクリスマス」 平成29年11月23日～平成29年12月25日 -
図書展示 「鹿児島から見た明治維新」 平成30年1月11日～平成30年1月23日 -
図書展示 「知って楽しむ！オリンピック・パラリンピック」 協力：スポーツ局招致推進部 平成30年1月25日～平成30年2月27日 -

図書展示 「世界自閉症啓発デー関連図書展示」
協力：札幌市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）

平成30年3月31日～平成30年4月10日 -

厚別図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事 定期
楽しいお話の会 共催：ボランティア楽しいお話の会 42回 334
こども映画会
（4月はこどもの読書週間特別行事を兼ねる）

共催：西岡児童会館 11回 460

キツネのかんたとじゃんけんポン！（こどもの読書週間特別行事） 平成29年4月29日 18
楽しいお話の会スペシャル（こどもの読書週間特別行事） 共催：ボランティア楽しいお話の会 平成29年4月29日 10
飛べ！紙飛行機 共催：西岡児童会館 平成29年12月6日 39
楽しいお話の会　クリスマス会 共催：ボランティア楽しいお話の会 平成29年12月21日 50
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年9月28日～平成29年10月10日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年10月7日
（中央館主催）中高生行事　図書館からの脱出 平成30年3月25日

一般向け行事 定期 古典文学研究会 共催：古典文学研究会「紫会」 21回 382

星の観察会─移動天文台─
協力：札幌市青少年科学館
共催：西岡児童会館

平成29年8月8日 231

しおりを作ろう！（読書週間特別行事） 平成29年11月4日・平成29年11月5日 114（枚）
大人の読み聞かせ（読書週間特別行事） 共催：ボランティアグループ読み聞かせの会 平成29年11月11日 12
講演会「平安女性の苦しみ～蜻蛉日記から～」
（読書週間特別行事）

共催：古典文学研究会　「紫会」 平成29年11月16日 33

企画展示 ミニ展示 「懐かしのテレビ番組」 平成29年4月13日～平成29年4月25日 -
ミニ展示 「バードウィーク─鳥たちを知ろう─」 平成29年5月11日～平成29年5月23日 -
ミニ展示 「夏目漱石生誕150年」 平成29年6月1日～平成29年6月13日 -
ミニ展示 「パワー全開！はたらくクルマ」 平成29年6月15日～平成29年6月27日 -
ミニ展示 「船の本、大集合！」 平成29年6月29日～平成29年7月11日 -
ミニ展示 「なつの絵本」 平成29年7月13日～平成29年7月25日 -
ミニ展示 「夏休みおすすめの一冊」 平成29年7月27日～平成29年8月8日 -
ミニ展示 「山の魅力　発見！」 平成29年8月10日～平成29年8月22日 -
ミニ展示 「本で知る　あの『ひみつ』」 平成29年8月31日～平成29年9月12日 -
ミニ展示 「スイーツだーいすき！」 平成29年9月14日～平成29年9月26日 -
ミニ展示 「クルマの本、大集合！」 平成29年9月28日～平成29年10月10日 -
ミニ展示 「むかし話・おとぎ話」（読書週間特別行事） 平成29年10月26日～平成29年11月7日 -
ミニ展示 「はじける推理と頭脳明晰な探偵たち」 平成29年11月23日～平成29年12月5日 -
ミニ展示 「ハッピー！クリスマス」 平成29年12月14日～平成29年12月25日 -
資料展示 「読み継がれる名作」（こどもの読書週間特別行事） 平成29年4月27日～平成29年5月9日 -
資料展示 「地球を知る」 平成29年5月25日～平成29年6月6日 -
資料展示 「文学賞を読む」 平成29年6月29日～平成29年7月11日 -
資料展示 「読もう！宇宙と星の本」 平成29年7月27日～平成29年8月8日 -

西岡図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
企画展示 資料展示 「歴史の記憶『戦争』」 平成29年8月10日～平成29年8月22日 -

資料展示 「突然の災害に備えて」 平成29年8月24日～平成29年9月5日 -
資料展示 「動物の本の世界」（動物愛護週間関連行事） 協力：札幌市動物管理センター 平成29年9月14日～平成29年9月26日 -
資料展示 「古典～いにしえの文学」（読書週間特別行事） 平成29年10月26日～平成29年11月9日 -
資料展示 「知ってますか？子どもの権利」 平成29年11月10日～平成29年11月21日 -
資料展示 「銀幕を読む」 平成29年11月30日～平成29年12月12日 -
資料展示 「飛行機の本、大集合！」 平成29年12月14日～平成29年12月24日 -
パネル展示 「子どもたちからの年賀状」 共催：西岡児童会館 平成29年12月25日～平成30年1月9日 -
ミニ展示 「犬の本～戌年～」 平成30年1月4日～平成30年1月9日 -
資料展示 「2017年　星になった作家たち」 平成30年1月11日～平成30年1月23日 -
ミニ展示 「ふゆの絵本」 平成30年1月11日～平成30年1月23日 -
ミニ展示 「むねきゅん！バレンタインデー」 平成30年2月1日～平成30年2月13日 -
資料展示 「エンジョイ！ウインタースポーツ」 平成30年2月9日～平成30年2月27日 -
ミニ展示 「ほんのり楽しい『ひなまつり』」 平成30年2月15日～平成30年3月3日 -
資料展示 「わたしは、ほっとけない。～命の火を大切に～」 平成30年3月1日～平成30年3月13日 -
ミニ展示 「鉄道の本　大集合！」 平成30年3月4日～平成30年3月13日 -
資料展示 「北の大地で生まれた文学」 平成30年3月15日～平成30年3月27日 -
ミニ展示 追悼企画展示「内田康夫」 平成30年3月21日～平成30年3月27日 -
資料展示 「絵本の週間」 平成30年3月29日～平成30年4月10日 -
ミニ展示 「キラキラ！かがやく入園入学」 平成30年3月29日～平成30年4月10日 -

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事
定期 たのしいおはなしのかい 協力：ボランティアぽけっと 41回 244
こどもの日おはなし会（こどもの読書週間特別行事） 協力：ボランティアぽけっと 平成29年5月4日 17
こどもえいが会（こどもの読書週間特別行事） 平成29年5月4日 17
布絵本読み聞かせ 協力：ボランティア北野ゆめの会 3回 47
たのしいクリスマス会 協力：ボランティアぽけっと 平成29年12月9日 118
（中央館主催）ブックトーク 平成29年8月19日
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年12月28日～平成30年1月23日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成30年1月20日

一般向け行事 定期 清田図書館名作映画劇場 協力：清田図書館で映画を見る会 10回 587
タイムカプセルで10年後の自分にメッセージを贈ろう～清田図
書館20周年記念行事

平成29年10月26日～平成29年11月7日 1,426

企画展示 「五味太郎のえほん世界」（こどもの読書週間特別行事） 平成29年4月27日～平成29年5月9日 -
「さよなら。ミッフィー　～作者ブルーナを偲んで」 平成29年6月15日～平成29年6月27日 -
「夏休みに役立つ本」 平成29年7月13日～平成29年8月22日 -
「知ってほしい病気のこと・発達障害など」 平成29年9月14日～平成29年9月21日 -
「大型本で見る日本の文学」（読書週間特別行事） 平成29年10月29日～平成29年11月7日 -
「お酒のこと、あれこれ」 平成29年11月23日～平成29年12月12日 -
「離婚のエトセトラ」 平成29年12月14日～平成29年12月26日 -
「知って楽しむ！オリンピック・パラリンピック」 平成30年2月15日～平成30年2月27日 -
「あったか料理にしませんか？」 平成30年3月15日～平成30年3月27日 -

清田図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事

定期

おはなし会（第1土曜）　
※集計作業上、団体毎に分けました

協力：子どもと共に本を楽しむ会 8回 55

おはなし会（第2土曜） 協力：おはなしの会「プーの森」 11回 104
おはなし会（第2金曜） 協力：まめっちょ 8回 68
おはなし会（第3土曜） 協力：コロポックルの会（注：ポpo） 12回 67
おはなし会（第4土曜） 協力：経専たまご隊 10回 75
こども映画会 11回 160

かたりで聞く「小学生のためのおはなし会」
（こどもの読書週間特別行事）

協力：おはなしの会「プーの森」 平成29年4月29日 7

工作会「つくってはろう　おすすめ本のPOPづくり」
（こどもの読書週間特別行事）

平成29年4月22日～平成29年5月9日 33

特別　こども映画会（こどもの読書週間特別行事） 平成29年5月6日 9
かたりで聞く「小学生のためのおはなしの会」（夏休み特別行事） 協力：おはなしの会「プーの森」 平成29年7月29日 1
かたりで聞く「小学生のためのおはなし会」（読書週間特別行事） 協力：おはなしの会「プーの森」 平成29年10月29日 7
工作会「しおりを作ってみよう！」（読書週間特別行事） 平成29年10月28日～平成29年10月29日 55
人形劇＆腹話術（読書週間特別行事） 協力：人形劇団「ばびぶ」 平成29年11月3日 45
かたりで聞く「小学生のためのおはなし会」（冬の特別行事） 協力：おはなしの会「プーの森」 平成30年2月4日 4
（中央館主催）一日司書体験 平成29年10月21日
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年10月26日～平成29年11月7日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年11月5日

澄川図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向け

行事 定期
絵本の読み聞かせ会 共催：山の手図書館読み聞かせの会 36回 401
小学生のためのおはなし会 共催：山の手図書館おはなしかご 10回 155
たのしいおはなし会 共催：山の手図書館おはなしかご 11回 178

春の特別よみきかせ会　パート1・パート2
（こどもの読書週間行事）

共催：山の手図書館読み聞かせの会 平成29年4月25日・平成29年5月9日 34

特別版　小学生のためのおはなし会
（こどもの読書週間特別行事）

共催：山の手図書館おはなしかご 平成29年5月20日 30

腹話術バラエティーショー（読書週間特別行事） 共催：腹話術愛好会「腹笑会」 平成29年11月4日 16
クリスマスお楽しみ会 共催：山の手図書館読み聞かせの会 平成29年12月12日 32
お正月お楽しみ会 共催：山の手図書館読み聞かせの会 平成30年1月9日 11
豆まき会 共催：山の手図書館読み聞かせの会 平成30年1月30日 27
おひなまつり会 共催：山の手図書館読み聞かせの会 平成30年2月27日 27
（中央館主催）ぬいぐるみのお泊り会 平成29年11月19日
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年12月14日～平成29年12月26日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年12月23日

一般向け行事 定期 大人のおはなし会 共催：山の手図書館おはなしかご 2回 77
企画展示

特別展示
「“おりがみ”ってイイネ！」
（こどもの読書週間特別行事）

平成29年4月27日～平成29年5月12日 -

資料展示 「落語：本とCD」 平成29年5月25日～平成29年6月27日 -
資料展示 「アウトドア」 平成29年6月29日～平成29年8月22日 -
資料展示 「夏の自由研究」 平成29年7月15日～平成29年6月27日 -
資料展示 「昭和歌謡」 平成29年8月24日～平成29年9月26日 -
資料展示 「札幌ウォーキング」 平成29年9月23日～平成29年11月7日 -
資料展示 「クリスマス特集」 平成29年11月23日～平成29年12月26日 -
資料展示 「正月行事、干支」 平成29年12月26日～平成30年1月23日 -
資料展示 「2000年までのベストセラー本」 平成30年1月25日～平成30年2月27日 -
資料展示 「2000年からのベストセラー本」 平成30年3月1日～平成30年4月24日 -

山の手図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
一般向け行事 大人だって映画会（読書週間特別行事） 平成29年11月12日 5

移動天文台in澄川図書館 協力：青少年科学館 平成29年7月27日 60
企画展示 特別展示 「本で世界を旅しよう」（こどもの読書週間特別行事） 平成29年4月22日～平成29年5月9日 -

資料展示 「楽しい家庭菜園／ガーデニングの季節」 平成29年5月11日～平成29年6月13日 -
資料展示 「アウトドアの季節」 平成29年5月11日～平成29年6月13日 -
資料展示 「『食育』～バランス良く、食事をしよう！」 平成29年6月15日～平成29年7月11日 -
資料展示 「神秘なる宇宙と輝く星！」 平成29年7月13日～平成29年8月8日 -
資料展示 「ほしのせかいを探検しよう！」 平成29年7月13日～平成29年8月8日 -
資料展示 「七夕・・願いが叶いますように・・」 平成29年7月27日～平成29年8月8日 -
資料展示 「おばけとこわ～いはなし」 平成29年8月10日～平成29年8月29日 -
資料展示 「子どもたちにぜひ読んでほしい本」 平成29年7月27日～平成29年8月29日 -
特別展示 「どうぶつの本の世界」（動物愛護週間関連行事） 協力：札幌市動物管理センター 平成29年9月14日～平成29年9月26日 -
資料展示 「遺言と相続」 平成29年9月14日～平成29年10月10日 -
資料展示 「ハロウィーンの季節」 平成29年9月28日～平成29年10月31日 -
資料展示 「心と体をあたためる本」 平成29年11月9日～平成29年12月12日 -
資料展示 「ハッピークリスマス！」 平成29年11月23日～平成29年12月26日 -
資料展示 「新年を迎えるために～年末年始を楽しく！」 平成29年12月14日～平成30年1月9日 -
資料展示 「バレンタインデー～ケーキとチョコレートの本」 平成30年1月25日～平成30年2月27日 -

特別展示
「平昌オリンピック記念冬のスポーツ特集・韓国を
身近に！」

協力：スポーツ局 平成30年1月25日～平成30年2月27日 -

資料展示 「入園・入学　新生活の準備の本」 平成30年3月1日～平成30年4月10日 -
資料展示 「世界の名作・日本の名作の本」 平成30年3月1日～平成30年4月10日 -

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向
け行事

定期
楽しいお話会 共催：読み聞かせの会「わらび」 44回 649
子ども映画会 20回 387

夏のお楽しみ会 共催：読み聞かせの会「わらび」 平成29年7月15日 41
夏休み切り紙工作会 平成29年8月2日 20
人形劇・腹話術（読書週間特別行事） 共催：人形劇団ブランコ 平成29年11月11日 72
冬のお楽しみ会 共催：読み聞かせの会「わらび」 平成29年12月16日 49
（中央館主催）子ども読書キャラバン 平成29年8月24日～平成29年9月12日
（中央館主催）読み聞かせ会 平成29年9月2日
（中央館主催）ぬいぐるみのお泊り会 平成30年2月10日～平成30年2月17日

一般向け行事 北海道科学大学との合同講演会（読書週間特別行事） 共催：北海道科学大学 平成29年11月3日 75
一般向け映画会 平成30年2月17日 29

曙図書館
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名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
幼児・児童向
け行事

定期

年齢別おはなし会　0歳（毎週木曜） 47回 2,232
年齢別おはなし会　1～ 2歳（毎週火曜） 49回 1,571
年齢別おはなし会　3～ 4歳（毎週水曜） 46回 860
年齢別おはなし会　5歳（最終土曜） 9回 326
図書館デビュー（第2日曜） 12回 1,539

ガラクタワークショップ（こどもの読書週間特別行事） 平成29年5月5日 26
ぬいぐるみおとまり会 平成29年7月15日～平成29年7月16日 25
親子えほん映画会 平成29年8月5日 31
デジタル絵本イベント「わくわくのりものづくり！」 平成29年8月20日 121
にこにこフェスティバル 教）幼児教育センターに協力 平成29年8月26日 60
ハロウィンぬいぐるみおとまり会 平成29年10月14日～平成29年10月15日 27
デジタル絵本イベント「うごくシャッフルぬりえ」
（読書週間特別行事）

平成29年11月3日 253

えほん図書館開館一周年記念ワークショップ
「えほんとしょかんおばけやしき」

平成29年11月17日 577

クリスマス・ワークショップ 平成29年12月17日 10
クリスマス特別企画「おはなしのプレゼント」 平成29年12月24日 35
第2回さっぽろ絵本グランプリ受賞作品おはなし会 平成30年3月4日 40
デジタル絵本イベント「おはなしプログラミング」 平成30年3月25日 48
（中央館主催）せかいの絵本おはなし会 平成30年1月12日

一般向け行事 ボランティア講座「ペープサート講座」（こどもの読書週間特別行事） 平成29年4月30日 23
絵本講座「物語絵本を描くために」
（こどもの読書週間特別行事）

平成29年5月20日 66

絵本講座「子どもと絵本を楽しもう！！」 平成29年6月25日 14
イクメン絵本講座 平成29年6月26日 4
ボランティア講座「紙芝居講座」 平成29年9月9日 30
平成29年度札幌市えほん図書館サポーター・登録ボランティア
団体交流会
「チャレンジ！資料展示」

平成29年10月27日 12

絵本講座「写真絵本の世界」 平成29年12月3日 34
ボランティア講座「わらべうた講座」 平成30年2月4日 24

企画展示 児童展示 「春を感じて…」（こどもの読書週間特別行事） 平成29年3月25日～平成29年5月12日 -
児童展示 夜を楽しむ絵本展 平成29年6月6日～平成29年7月27日 -
児童展示 パパと絵本展 平成29年6月24日～平成29年7月27日 -
児童展示 しかけ絵本展 平成29年7月29日～平成29年9月21日 -
児童展示 「おいしい絵本をめしあがれ」 平成29年8月26日～平成29年10月28日 -
児童展示 写真絵本特集（読書週間特別行事） 平成29年10月28日～平成29年12月21日 -
児童展示 えほん図書館開館1周年記念展示 平成29年10月28日～平成29年12月21日 -
児童展示 季節の展示・冬「わんわんにゃーにゃー」 平成29年12月23日～平成30年2月22日 -

児童展示
季節の展示・春
「咲いた咲いた　絵本のお花が咲きました」

平成30年2月24日～平成30年4月26日 -

えほん図書館

名称 内容 共催・協力 開催日・開催回数 参加数
企画展示 図書展示 「はる！」 平成29年4月1日～平成29年4月25日 -

特別展示 「とりのほん」 平成29年4月27日～平成29年5月31日 -
資料展示 「手稲の自然を調べよう」 平成29年6月29日～平成29年10月3日 -
図書展示 「切り紙工作関係展示」 平成29年7月26日～平成29年8月22日 -
資料展示 「ヒグマに注意」 平成29年10月16日～平成29年12月26日 -
図書展示 「ハロウィンの本」 平成29年9月21日～平成29年10月31日 -
資料展示 「カササギ」 平成29年10月26日～平成29年11月7日 -
図書展示 「クリスマス」 平成29年11月23日～平成29年12月26日 -
資料展示 「流氷の海とアザラシ」 平成29年12月28日～平成30年2月13日 -
図書展示 「犬は友だち」 平成29年12月28日～平成30年2月27日 -
特別展示 平昌オリンピック。パラリンピック関連展示 平成30年2月15日～平成30年3月20日 -
図書展示 乗り物の本 平成30年2月22日～平成30年4月24日 -
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