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市内各図書館で「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（火）から２か月間「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、冬の時期にも図書館を利用して家族で読み聞かせを

したり、本を読んだ感想を話題にしたりして、楽しい読書の時間を作りましょう。

期間中に「本のカラフルカプセルくじ」、おはなし会、おたのしみ袋の貸出、子

ども映画会など、各図書館で様々な企画を用意してお待ちしています。

１ 開催期間   令和２年１２月１日（火）～令和３年１月２９日（金）

         ※図書館休館日を除く  

２ 開催図書館  市内各図書館（２０館）

３ 内  容  （１）「本のカラフルカプセルくじ」、おすすめ本の展示

        （２）おはなし会

        （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。



各図書館事業開催予定一覧

館名 取組名（展示・イベント） 実施日（期間） 内容
申込み
（有り、無し） 定員 その他(対象)

中央図書館

冬の読書キャンペーン
きょうふのれんぞく…こわ～
いおはなし会 令和2年12月25日

怖いお話だけを集めたおはなし会を行います。
①幼児・小学１～２年生向け、②小学３～６年生向けにそれぞれ開催！ 有り

各回事前申込み
先着15人 幼児・小学生

中央図書館

冬の読書キャンペーン
読書であそぼう！冬休みのアニマ
シオン 令和3年1月6日

遊びながら子どもたちを本の世界に招き入れ、読書好きに育てていくアニマシオンの手法を
使ったイベントを行います。 有り

事前申込み
先着20人 小学校4年生～6年生

中央図書館
冬の読書キャンペーン
WEBでPOPバトル 令和2年12月1日～28日 図書館ホームページに高校生のおすすめPOPを掲載！投票により優秀作品が決定します。 － － 中・高校生以上

中央図書館
冬の読書キャンペーン
市立高校生推し本 令和2年12月1日～28日 高校生がすすめる推し本を図書館Twitterで配信します。 － － 中・高校生以上

北浦和図書館

冬の読書キャンペーン
カラフルカプセルくじをひい
て、おすすめ本をよもう！

令和2年12月17日～
令和3年1月15日 子どもにカプセルくじを引いてもらい、おすすめの本を手渡します。 無し 無し 幼児・小学生

北浦和図書館
冬の読書キャンペーン
ふゆのこども会　人形劇 令和2年12月25日 人形劇の上演（第１部　第２部　同プログラム） 有り

各回事前申込み
先着30人 3歳～（保護者可）

東浦和図書館 冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年11月17日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

東浦和図書館 冬の読書キャンペーン
みんなのおすすめの木

令和２年11月17日～
令和３年1月31日

子どもたちのおすすめ本を募集し、児童室に掲示する。また、応募されたおすすめ
本の展示を行う。 － －

どなたでも

美園図書館
冬の読書キャンペーン
美園図書館５周年記念事業
としょ丸ぬりえ

令和２年11月３日～
令和３年２月23日

ぬりえ募集4種（全期間、11月、12月、1月）各100枚用紙配布。さいたま市図書館
ホームページでもＰＤＦ掲載。回収目標各10枚。回収したぬりえは館内掲示。

－ －
幼児～小学生

美園図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年11月17日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

美園図書館

冬の読書キャンペーン
美園図書館５周年記念事業
冬休み！本のおたのしみぶく
ろ

令和２年12月25日～ 職員が選んだ児童書3冊を入れた「本のおたのしみぶくろ」による貸出を行う。

無し
先着50名
（50セット）

幼児～小学生

大宮図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマスおはなし会 令和2年12月20日 クリスマスにちなんだおはなしやパネルシアターを開催します。 有り 10組 幼児・小学生

大宮図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス展示 令和2年12月1日～25日 クリスマスに関連した本や絵本の展示を行います。 － －

幼児・小学生とその
保護者

大宮図書館
冬の読書キャンペーン
展示「うしの本」

令和2年12月26日～
令和3年1月31日 2021年の干支である「うし（牛・丑）」に関連した本や絵本の展示を行います。 － －

幼児・小学生とその
保護者

大宮西部図書館
冬の読書キャンペーン
「としょ丸からの手紙」

令和2年12月～ さいたま市図書館の「小学校中学年向学級文庫用図書」を利用している学級へ、さ
らに学級文庫を楽しんでもらうためのお手紙を送ります。 － －

中学年向学級文庫用
図書貸出を利用中の
小学校17校51学級

桜木図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和2年12月1日～25日 クリスマス本の展示
－ － どなたでも

桜木図書館
冬の読書キャンペーン
冬のおはなし会 令和3年1月6日 絵本の読み聞かせ　すばなし等

有り 事前申込み
先着30人 小学生



館名 取組名（展示・イベント） 実施日（期間） 内容
申込み
（有り、無し） 定員 その他(対象)

馬宮図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月2日～25日 クリスマス本の展示
－ － どなたでも

馬宮図書館
冬の読書キャンペーン
冬のおはなし会 令和3年1月6日 絵本の読み聞かせ　すばなし等

有り
事前申込み
先着20人 小学生

三橋分館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月2日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ － どなたでも

春野図書館 冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月1日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

大宮東図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月3日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

片柳図書館 冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月3日～
12月25日

クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

片柳図書館
冬の読書キャンペーン
　冬休み子ども映画会

令和２年12月28日
14:00～ 児童向き映画を上映します。 有り

事前申込み
先着35人 幼児・小学生とその

保護者

与野図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマスこども会

令和2年12月25日
絵本の読み聞かせ、紙芝居、ブラックパネルシアターなど
（２回　同プログラム）

有り
各回事前申込み
先着6組

３歳～小学生とその
保護者

与野図書館 冬の読書キャンペーン
よのっこまきまきサンタ

令和２年12月1日～25日 クリスマス絵本を２～３冊ずつ中身がわからないようオリジナル包装紙でラッピン
グし貸出します。

無し 先着
30セット

どなたでも

与野南図書館
冬の読書キャンペーン
よのっこまきまきサンタ

令和２年12月2日～25日
クリスマス絵本を２～３冊ずつ中身がわからないようオリジナル包装紙でラッピン
グし貸出します。

無し
先着
30セット

どなたでも

与野図書館西分館 冬の読書キャンペーン
よのっこまきまきサンタ

令和２年12月2日～25日 クリスマス絵本を２～３冊ずつ中身がわからないようオリジナル包装紙でラッピン
グし貸出します。

無し 先着
30セット

どなたでも

岩槻駅東口図書館
冬の読書キャンペーン
おたのしみ会 令和3年1月7日 映画会・読み聞かせなど 有り

事前申込み
先着30人

幼児・小学生とその
保護者

岩槻東部図書館
冬の読書キャンペーン
おはなし会 令和2年12月16日 おはなし会 有り

事前申込み
先着12人

2歳以上の幼児・小学
生とその保護者

岩槻東部図書館
冬の読書キャンペーン
「ふゆをたのしむおはなし」

令和2年11月2日～
12月27日 展示 － － 幼児・小学生

桜図書館
冬の読書キャンペーン
桜図書館15周年記念事業「こ
どもの本のおたのしみ袋」

令和２年12月9日～
（なくなり次第終了）

おすすめの児童書を3冊ずつ中身がわからないように袋詰めして貸出する。 無し 100袋 乳幼児～小学生

桜図書館 冬の読書キャンペーン
「桜図書館　一日図書館員」

令和3年1月5日 本の貸出・返却体験、館内の見学など 有り 先着8人 小学校4～6年生

桜図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマス本展示

令和２年12月1日～25日 クリスマス本の展示
－ －

幼児・小学生とその
保護者

北図書館

冬の読書キャンペーン
展示「いろいろな国のことば
で楽しむ絵本」

令和2年12月8日～
令和3年1月12日 様々な国の言葉で書かれた絵本を展示します。 無し －

北図書館
冬の読書キャンペーン
冬休み特別おはなし会

令和2年12月16日
絵本の読み聞かせ、工作、おすすめ本 有り

事前申し込み
先着20人 幼児・小学生

北図書館
冬の読書キャンペーン
絵本・子どもの本１日相談会

令和2年12月25日
①児童担当図書館員が子どもの本・読書に関する質問を随時受け付けます。
②本のさがし方教室を開催します。

①無し
②有り

②事前申込み
先着15人

②幼児・小学生とそ
の保護者

武蔵浦和図書館 冬の読書キャンペーン
本の福袋

令和2年12月22日～
令和3年1月11日

おすすめの児童書を3冊ずつ中身がわからないように袋詰めして貸出する。 無し 各日8袋 幼児・小学生

武蔵浦和図書館
冬の読書キャンペーン
ふゆのおたのしみ会

令和2年12月23日
ペープサート、パネルシアター等
（２回　同プログラム）

有り
各回事前申込み
先着20人 幼児・小学生


