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令和元年１１月１９日（火）

問い合わせ先：中央図書館

       資料サービス課

課長：幸島

担当：岡田・寺井

電話：８７１－２１７３

「冬の読書キャンペーン」を開催します

          ～秋の読書から、冬の読書へバトンタッチ～

さいたま市図書館では、１２月１日（日）から２か月間、中央図書館を含む市

内の図書館２２館で、「冬の読書キャンペーン」を開催します。

秋の読書週間に引き続き、冬の時期にも、子どもたちの読書意欲を引き立て、

地域の図書館を利用していただけるよう、各図書館では期間中に「本のカラフル

カプセルくじ」やスタンプラリー、おはなし会、工作教室、子ども映画会など、

様々な企画を用意しています。

１ 開催期間   令和元年１２月１日（日）～令和２年１月３１日（金）

         ※図書館休館日を除く  

２ 開催図書館  市内各図書館（２２館）

３ 内  容  （１）「本のカラフルカプセルくじ」、スタンプラリー、おすすめ本

           の展示

        （２）おはなし会、工作教室

        （３）子ども映画会

         ※ 各図書館のイベント予定は別紙一覧のとおり

４ 問い合わせ先  各イベントの詳細は各図書館へお願いします。



館名 取組名（展示・イベント） 実施日（期間） 内容
展示
「中高生推し本WALL♡ART」

令和元年12月14日
～令和2年1月31日

来館した中高生に本のPOPを作成してもら
い、本とともに展示します。

ミッションラリー「としょ丸から
の挑戦状！！」

令和元年12月13日
～令和2年1月31日

中央図書館児童室の書架及び児童書の内容
に関するミッションを印刷したリーフレット
（低学年、中学年、高学年　各１種類）を
配布します。

冬の読書キャンペーン「また、科
学あそびでマジックショー！」 令和元年12月25日

幼児・小学生を対象とした科学あそびイベン
トです。工作、本の紹介も行います。

冬の読書キャンペーン
「本のカラフルカプセルくじ」

令和元年12月17日
～令和2年1月14日

カプセルくじを引いた子におすすめ本を渡し
ます。

冬の読書キャンペーン
ふゆのこども会　人形劇 令和元年12月25日 人形劇を上演します

東浦和図書館
875-9977 ちょっと休憩Book

令和元年11月26日
～令和2年1月26日

読書の合間の気分転換に手に取ってもらえ
るよう、閲覧席の一部に手軽に読める本を
展示します。

美園図書館
764-9610 冬のおすすめ本の展示

令和元年12月1日
～12月28日 おすすめの本を展示します。

多言語おはなし会 令和元年12月21日

外国語での絵本の読み聞かせや、簡単な
ゲーム、自分の名前を外国語で書く体験を行
います。

クリスマスおはなし会 令和元年12月22日
クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせや
ブラックパネルシアターを実施します。

新春すごろく大会 令和2年1月5日

お正月にちなんだ絵本の読み聞かせやすばな
しの後に、図書館所蔵のすごろくを参加者に
楽しんでいただきます。

（展示）クリスマス
令和元年12月1日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

（展示）年こしと年のはじめ
令和元年12月26日
～令和2年1月15日 年末年始に関する本を展示します。

（展示）民話
令和2年1月16日
～2月3日

節分に合わせて鬼の出てくる民話などを展示
します。

恋栞
令和元年11月1日
～12月31日

図書館内で利用者から「初恋」をテーマに
創作のうた（短歌・川柳・詩）を募集し、
後日館内掲示で発表します。併せて、ヤン
グコーナーでは12月に恋愛のテーマ展示を
行います。

（展示）恋愛
令和元年11月28日
～12月31日

イベント「恋栞」に合わせ、恋愛がテーマの
本を展示します。

（展示）博物館・美術館
令和2年1月1日
～1月31日

博物館・美術館のガイド本などを展示しま
す。

冬の読書キャンペーン
特別展示『瀬田貞二　行きて帰り
し物語』

【資料展示】
令和元年12月3日
～12月28日
【作品展示】
令和元年12月3日
～令和2年2月2日

瀬田貞二没後40周年記念として、関連資料、
パネル、作品の展示を行います。

冬の読書キャンペーン
「としょ丸忍術帳」

令和元年12月3日
～令和2年1月29日

としょ丸秘伝の術をマスターすると特製スタ
ンプがもらえる忍術帳を配布します。

冬の読書キャンペーン
「12月の映画会」 令和元年12月20日

「ごんぎつね」「ジャングル大帝　森の掟」
を上映します。

桜木図書館
649-5871

冬の読書キャンペーン 展示
「楽しいクリスマス」

令和元年12月3日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

馬宮図書館
625-8831

冬の読書キャンペーン 展示
「楽しいクリスマス」

令和元年12月4日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

三橋分館
625-4319

冬の読書キャンペーン 展示
「楽しいクリスマス」

令和元年12月4日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

中央図書館
871-2170

北浦和図書館
832-2321

大宮図書館
643-3701

大宮西部図書館
664-4946



館名 取組名（展示・イベント） 実施日（期間） 内容
冬の読書キャンペーン
冬休み子ども映画会 令和2年1月7日

アニメ「なかよしスキー」「だるまちゃんと
だいこくちゃん」「スノーマン」

冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和元年12月1日～
12月25日 クリスマス本を展示します。

冬の読書キャンペーン
　ねずみの本

令和2年1月5日
～1月30日 おすすめ本の展示

冬の読書キャンペーン
クリスマスおりがみ教室 令和元年12月24日

クリスマスの季節に合わせたおりがみ教室を
行います。
（講師：初音みね子氏）

冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会 令和元年12月26日 絵本の読み聞かせなどを行います。
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和元年12月1日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会 令和元年12月25日 絵本の読み聞かせなどを行います。

冬の読書キャンペーン
冬休み子ども映画会 令和2年1月6日

アニメ「アンパンマンとばいきんまん」
「おおきなかぶ」「だるまちゃんととらのこ
ちゃん」「だるまちゃんとうさぎちゃん」

冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和元年12月1日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

冬の読書キャンペーン
冬休み子ども映画会 令和元年12月27日

アニメ「ムーミン谷の彗星」を上映しま
す。

冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会 令和元年12月25日 絵本の読み聞かせなどを行います。
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和元年12月1日
～12月25日 クリスマス本を展示します。

与野図書館
853-7816

冬の読書キャンペーン
「クリスマスこども会」 令和元年12月15日

絵本の読み聞かせ、パネルシアター、てじ
な等を行います。

与野南図書館
855-3735

冬の読書キャンペーン
冬休みワクワクおはなし会 令和元年12月26日 絵本の読み聞かせ、工作等を行います。
冬の読書キャンペーン
おたのしみ会 令和元年12月27日

絵本の読み聞かせ、工作、映画上映を行い
ます。

冬の読書キャンペーン
ふゆのおはなし会 令和元年12月28日 絵本の読み聞かせを行います。

岩槻東部図書館
756-6665

冬の読書キャンペーン
おたのしみ会 令和元年12月25日

絵本の読み聞かせ、工作、映画上映を行い
ます。

冬の読書キャンペーン
冬の小学生工作教室 令和元年12月25日 オリジナル手帳を作ります。
冬の読書キャンペーン
オランダ語であそぼ！　ブルーナ
おじさんの国のおはなし会
drie(3)！ 令和2年1月7日

オランダ語および日本語での読み聞かせ、
オランダ語のわらべうた、手遊び等を行い
ます。

展示　「冬の読書キャンペーン
ブルーナおじさんの国の本」

令和元年12月7日
～令和2年1月7日

オランダの児童書及びオランダ語の絵本を
展示します。

冬の読書キャンペーン
冬休み特別おはなし会 令和元年12月18日 絵本の読み聞かせ、工作等を行います。
冬の読書キャンペーン
「展示タイトル未定」 令和2年1月 おすすめほんを展示します。
冬の読書キャンペーン
おじいちゃん、おばあちゃんも一
緒におはなし会 令和元年12月26日

祖父母世代への読み聞かせ講座を行いま
す。

冬の読書キャンペーン
「展示タイトル未定」 令和2年1月 おすすめほんを展示します。

冬の読書キャンペーン
「図書館のおすすめ本展示」

令和元年12月24日
～令和2年1月7日

幼児・小学生を対象とした、おすすめ本の
展示を行うとともに、展示の本を借りた子
にはプチプレゼントがあります。

冬の読書キャンペーン
「ふゆのおたのしみ会」 令和元年12月26日

ブラックパネルシアター、絵本の読み聞かせ
などを行います。

南浦和図書館
862-8568

冬の読書キャンペーン
「ふゆのおたのしみ会」 令和元年12月25日

ブラックパネルシアター、絵本の読み聞かせ
などを行います。

大宮東図書館
688-1434

春野図書館
687-8301

武蔵浦和図書館
844-7210

七里図書館
682-3248

片柳図書館
682-1222

岩槻図書館
757-2523

桜図書館
858-9090

北図書館
669-6111

宮原図書館
662-5401


