
資料３

令和４年度 事業一覧

No. 事　業　名 新規

1 とまチョップ散歩

2 シネマＤＥおばけ ○ 30人

3 サピエによる情報提供事業

4 こそだてtime

5 定例上映会「図書館ミニシアター」

6 ベビーベアーバック

7 外国語版利用案内の配布（英語）

No. 事　業　名 新規

8 とまチョップ散歩（再掲）

9 パスファインダー

10
郷土文化セミナー

「生誕百年　三浦文学の魅力」
40人

11
第５回　市民のための医学講座

「みんなで知ろう・学ぼうがんのこと」
69人

12 ボードゲームFreeDay 30人 25人

13 朗読とギターの夕べ 20人

14 本のばくりっこ市

15 ICT講座デジタル伊能図 5人

16
＜北の出版人＞プレゼンツ

「ドサンコ出版人たちの本音トーク」
20人

17 おはなし玉手箱パネル展示

18 おはなし玉手箱

19 朗読研修会

20 ボランティア養成講座

21 ボランティア意見交換会（団体）

22 ボランティア意見交換会（個人）

23 フロアワーク研修会

No. 事　業　名 新規

24 赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば 25組 53人

25

一般文化セミナー

子母澤寛生誕130年記念「新選組の名を世に広

めた作家子母澤寛」

― 1人
個人（ﾌﾛｱﾜｰｸ）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象の意見交換会。活動上の

疑問集約、活動方針の共有・研修など。

乳幼児

保護者
―

「赤ちゃん、絵本のとびら事業」フォローアップ事業。

乳幼児・保護者向けのよみきかせ・絵本配布等。

個人（ﾌﾛｱﾜｰｸ）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象とした研修会。

内容／共催・後援等

一般 ―

対象 参加者数 （前年参考値）

おはなし玉手箱に参加する各団体のパネル展示。

協力｜図書館ボランティア団体

11月6日 児童・一般 47人 70人

ボランティア団体と協力して行うおはなし会

協力｜子どもの本の会、にじのはし、でんでんむしサークル、朗

読サークル響、びーどろ

図書館ボランティア活動希望者を対象とした活動導講座。

音訳、対面朗読に協力いただいている朗読ボランティアに対

する専門講師による実践指導。新型コロナウイルス感染拡大

に伴い未定。

5人
ボランティア団体対象の意見交換会。活動上の疑問集約、

活動方針の共有など。

多文化サービスの一環としての配布

課題解決のための糸口としてパスファインダーを作成・配布。

（年度内2テーマの作成）

郷土に関する市民向け講演会。

講師｜亜璃西社、共同文化社、寿郎社、中西出版、柏艪

舎、北海道新聞社事業局出版センター

電子図書館活用講座。（電子図書館PR）

協力｜進藤英至氏

（TRC-ADEAC株式会社）

ギター演奏と朗読の鑑賞事業。（苫小牧アートフェスティバル

20222）

演奏｜竹形貴之氏(千歳市)、朗読｜朗読サークル響

内容／共催・後援等

2022年度現在作成中年1回 児童 ― ―

＜運営計画１　関連事業＞

＜運営計画２　関連事業＞

＜運営計画３　関連事業＞

開催日程 対象 参加者数 （前年参考値）

―

― 4人

― 9人

2月（予定）

内容／共催・後援等

2022年度現在作成中

子ども向け「恐い」上映会を実施。

視覚障がい者及び弱視者、高齢者を対象に、展示・音訳

データの提供を通じ、公平な読書環境の整備を図る。

毎週木曜日10時～12時に館内に音楽を流し、乳幼児・児

童をお持ちの保護者が気兼ねなく来館できる環境を整える。

3人

9月3日 一般 27人

― ―一般

開催日程 対象 参加者数 （前年参考値）

― ―

―一般

5月28日

―

102人

731冊

114人

726冊

8月6日 一般

上映許諾資料の無料上映会

通年
乳幼児

保護者
― ― 赤ちゃん子育て世代へのおすすめ絵本セット

通年 ― ―

167人

(16回開催）
児童・一般

一般

児童・一般 ― ―年1回

一般

市立病院、王子総合病院との共催事業。

講師｜岩井和浩氏（王子総合病院院長）

主催｜リレー・フォー・ライフ・ジャパンとまこまい実行委員会

ほか

図書館不要資料と参加者持込図書の交換会。（苫小牧

アートフェスティバル2022）

協力｜図書館ボランティア

通年

児童 ― ―

児童・一般 ――

年1回

7月24日 ―児童

通年 ― ―一般

郷土に関する市民向け講演会。

講師｜田中綾氏（三浦綾子記念文学館館長）

児童・一般7月31日

7月17日

8月6日

ボードゲームツールを活用し、若年層から高齢者層までの幅

広い世代の交流の場を創出する。

27人

4月23日 一般 35人 40人 講師｜丹羽秀人氏（前函館市中央図書館館長）

一般・児童

未定

3月（予定）

2月（予定）

一般

一般

一般・児童

8月27日 一般

2月（予定） 一般

開催日程

11月1日～

11月6日

第２・４日曜日

年度内10回
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26 ぶっくのーと配布事業

27
子どもの読書週間行事

おはなし広場「春のおでかけ」

28

子どもの読書週間行事

レッドイーグルス北海道選手オススメ本＆パネル展

示

29
子どもの読書週間行事

絵本『ライオンのこころ』パネル展

30
子どもの読書週間行事

一日司書

31 イクメン講座「パパトーーーク！」

32
図書館スタッフ出張よみきかせ

「三星わくわくおはなし会」

33
図書館を駆け抜けろ！～ミッション 速く走るコツを

身に着ける～
○ 10人

34 ポップとひとはこ図書館を作ろう ○ 82人

35
じゅえき太郎さん＆須田研司先生のゆるふわ昆虫

フェス「すごい虫ずかん原画展」

36

図書館スタッフ出張よみきかせ

「サンガーデンわくわくおはなし会」

～全国都市緑化フェア～

37 夏休み読書感想文コンクール

38 夏休み読書感想画コンクール

39 図書館同盟一期生 ○

40 １日司書体験（夏）

41

図書館スタッフ出張よみきかせ

「サンガーデンわくわくおはなし会」

～全国都市緑化フェア～

42 ひとはことしょかん（5歳～小学生編）

43

じゅえき太郎さん＆須田研司先生のゆるふわ昆虫

フェス

トークライブ＆昆虫スケッチ教室

44
夏休み自由研究！調べる学習のためのパパママ

向け講座

45
調べものマスターになろう！とくべつ企画！三星本

店へ工場見学に行こう！

46 戦争・平和関連資料展示

47 アンブレラスカイ ○

48
ルンルン♪雨の日も大好き！かさをデコデコアレンジ

しよう！
○ 30人

49 青空子どもとしょかん

50
図書館スタッフ出張よみきかせ

「北洋大学わくわくおはなし会」

51 平和祈念アニメ上映会

7月30日～

11月13日
一般・児童 ――

児童 ―8月7日

7月作品募集 児童 応募数196点 応募数253点

7月作品募集 児童

――

POP作成と小さな箱を図書館に見立てテーマを決め本の選

書を行う体験型事業。

共催｜北海道高等学校文化連盟苫小牧支部

館内に「アンブレラスカイ」を設置、「アンブレラデザイン」のワー

クショップを開催。（アートフェスティバル）

協力｜岡田善敬氏（札幌大同印刷（株）アートディレク

ターグラフィックデザイナー）

野外でのおはなし会事業。

協力｜図書館ボランティア

小さな箱を図書館に見立てテーマを決め本の選書を行う体

験型事業

講師｜土田文氏

7月5日 児童

児童・一般

64人115人

応募数37点

7月2日 児童 15人 ―

8月11日

14人 21人

児童・保護者

絵本『すごい虫ずかん』原画展示

じゅえき太郎氏（絵本作家）
―

7月17日 児童

応募数24点

4人

―25人

―14人

小中学校の図書委員を対象とした1日司書体験

共催│苫小牧学校図書館協会

スタッフによる出張おはなし会

共催｜北洋大学

全国都市緑化フェアにあわせたおはなし会

平和祈念週間行事

絵本作家ワークショップ

講師｜じゅえき太郎氏（イラストレーター）、須田研司氏

（むさしの自然史研究会代表）

全国都市緑化フェアにあわせたおはなし会

協力｜墨谷真澄氏（ブックカフェ豆太）

入選 60点 表彰式 10/22

共催｜苫小牧学校図書館協会

入選 18点 表彰式  10/29 作品展示10/29-11/6

共催｜苫小牧学校図書館協会

保護者向け夏休み自由研究のテーマの決め方まとめ方講

座。講師｜八木敏仁氏（八千代市図書館館長）

かさをデコレーションするワークショップ。（苫小牧アートフェス

ティバル2022）

講師｜岡田善敬氏（札幌大同印刷（株）アートディレク

ターグラフィックデザイナー）

児童を対象とする自由研究、図書館を使った調べる学習コン

クール向け講座。

共催｜株式会社三星

7月23日 児童

7月26日 AM・PM

8月2日
一般 8人 ―

児童 8人

8月18日

30人 ―

8月28日 児童 2人

―

5月1日～

5月26日

既配布500冊

既配布100冊

既配布500冊

既配布１00冊

レッドイーグルス北海道選手オススメ本リスト配布・パネル展

開催。共催｜レッドイーグルス北海道

4月1日～

10月1日～
児童 読書習慣定着に向けた読書手帳の配布事業

子ども読書週間にあわせた図書館スタッフによるおはなし会。

共催｜株式会社三星

100部 配布

5月1日 児童・一般 13人 23人

5月1日～

5月29日

―児童

6月11日 児童・一般 20人 ―
スタッフによる出張おはなし会

共催｜株式会社三星

児童・一般 ― ―
絵本『ライオンのこころ』パネル展。

共催｜トゥーヴァージンズ

5月7日 児童 10人 ― 一般公募による児童向けの職場体験事業

レッドイーグルス北海道パパ選手による父親向けの講座。

講師｜佐々木一正選手、山下敬史選手（レッドイーグルス

北海道）共催｜レッドイーグルス北海道

インストラクターによる走り方の指導、そして関連資料で走り

方を学ぶ体験型事業。講師｜木村さやか氏

―5月29日

6月5日

7月29日

6月25日～

7月28日
児童・一般

一般・ 児童

4人 アニメ作品「凧になったお母さん」上映

YA世代７月１日～

7月30日～

8月25日
児童・一般 ― ―

―

6月26日 児童 24人 ―

一般・児童 38人

YA世代の交流の場を創出し、図書館での各種活動との連

携を図る。

6月14日 中高生 ―
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52 苫小牧市 図書館を使った調べる学習コンクール

53 washiとーく ○

54
図書館de落語

～入船亭扇治のよるらく～
○ 50人

55 柴田ケイコさんとステキなメガネを作っちゃおう♪

56
児童文化セミナー

「ももんちゃんとあそぼう　in　とまこまい」

57 猫月うたさん「チラホラケトンチョ」原画展

58

レッドイーグルス北海道街なか活性化イベント

WALKING & PUBLIC VIEWING

 in　苫小牧市立中央図書館

○

59 こそだてtimeわくわくおはなし会

60
秋の読書週間行事

絵本パネル展『メンドリと赤いてぶくろ』

61
秋の読書週間行事

図書館スタッフ名札リニューアル！

62

秋の読書週間週間行事・親子読書強調月間

レッドイーグルス北海道選手＆監督＆鷲斗くん

オススメ本展示

63 １日司書体験（秋）

64
ひとはこ図書館番外編ブックディレクターに

なりませんか？
○

65 本をなおす教室

66 図書館のウラ、のぞけちゃいます

67
親子de工作会

クリスマス☆オーナメントを作ろう♪
○ ５組

68 冬休み読書感想文コンクール

69 本の手帖2023

70 プログラミングで動かす！ロボット「こくり」 ○

71 エンディングノートを作ろう ○ 20人

72 雑誌リサイクル市

73 転籍本配布

No. 事　業　名 新規

74 よみきかせマップ配布事業

75 バリアフリー上映会「長いお別れ」 26人

3月（予定） 関係団体 ― 581冊

―9月9日 一般

― ―

―28人

12月17日 一般 8人 7人

――

9月7日

10月5日

11月2日

３月（予定） 一般 ―
156人

1033冊

10月1日 児童・一般 73人 43人

10月1日～

10月16日
児童・一般 ― ―

11月5日

10月13日 児童・一般 ―10人

10月2日 一般

図書館スタッフが講師となり実施した。「本の修理」のワーク

ショップ

講師｜とよたかずひこ氏（絵本作家）

共催｜苫小牧読み聞かせ文庫活動連絡会

絵本『メンドリと赤いてぶくろ』のパネル展示。

安東みきえ氏（絵本作家）

協力｜KADOKAWA

入選　9作品　表彰式11/12

作品展　11/11-11/20

後援｜苫小牧市教育委員会

協力│苫小牧市科学センター

共催｜苫小牧学校図書館協会

絵本『チラホラケトンチョ』原画展示

猫月うた氏（絵本作家）

ウォーキング・フロントスタッフのトークタイム・「レッドイーグルス北

海道VSひがし北海道クレインズ」パブリックビューイングを実

施。

共催｜レッドイーグルス北海道

小中学校の図書委員を対象とした1日司書体験

共催│苫小牧学校図書館協会

こそだてtimePRのためのおはなし会

図書館スタッフの名札を、絵本作家のみなさんによるデザイン

のものへリニューアル。

協力｜accototo氏、えがしらみちこ氏、シゲリカツヒコ氏、広

瀬克也氏（絵本作家）

図書館で日本文化の「落語」に触れあう事業。

演者｜入船亭扇治氏（落語家）

―

市内で定期開催される読み聞かせイベントを網羅的に

掲載したマップの配布

絵本作家ワークショップ

講師｜柴田ケイコ氏（絵本作家）

ストローを使い北欧風飾りを作成する小学2年生～中学生と

その保護者向けワークショップ。

小さな箱を図書館に見立てテーマを決め本の選書を行う体

験型事業

コクリロボットと一緒にプログラミングを学ぶワークショップを開

催。

除籍雑誌の市民への無償配布

図書館見学＆利用ガイダンスツアー

貸出レシート貼付形式の読書手帳の配布

入選　　点　表彰式

共催│苫小牧学校図書館協会

保育園、小学校など団体へ配布

11月の親子読書強調月間にあわせた、選手おすすめ本のリ

スト配布【限定100部】とパネル展。

共催｜レッドイーグルス北海道

＜運営計画4　関連事業＞

―20人

―

11月1日～

11月30日
児童・一般

レッドイーグルス北海道スタッフによるトークイベント。

共催｜レッドイーグルス北海道
一般

視覚、聴覚障がい者向けの映画上映会

協力｜住友商事

通年 一般・児童 ― ―

9月19日 一般 ―

11月20日 一般 10人 10人

―

12月18日 児童と保護者 ―

エンディングノート作成講座。

講師｜中瀬信一氏

開催日程 対象 参加者数 （前年参考値） 内容／共催・後援等

1月29日 一般

児童

― 応募数95点

1月14日

1月作品募集

（予定）
児童

1月4日～ 一般 300冊配布予定 既配布３00冊

5人

14人 15人

10月27日～

11月24日
児童・一般 ― ―

10月27日～

42人

22作品 29作品

児童・一般 ―

9月18日 児童 30人

9月作品募集 児童

児童

12月9日 一般
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