
報道機関 各位                

「冬の読書キャンペーン」を開催します

さいたま市図書館では、１１月２３日（火・祝）から２か月間「冬の読書キャ

ンペーン」を開催します。

期間中には、おはなし会、おたのしみ袋の貸出、スタンプラリー、保護者向け

の読み聞かせ講座など、各図書館で様々な企画を準備してお待ちしています。

また、今年度の特色として、市立学校、公民館、公立保育所、子育て支援セン

ター、児童センター、美術館、私立幼稚園、認定こども園を対象に、期間中に子

どもの本に関する行事等の実施を呼びかけ、一体感をもってキャンペーンを開催

します。

１ 開催期間   令和３年１１月２３日（火・祝）～令和４年１月２３日（日）

         ※図書館休館日を除く 

２ 開催場所   市内各図書館（２２館）

※ 各図書館のイベント予定は別紙一覧のとおり

３ 内容

（１）子どもの読書活動を推進する活動 

（２）保護者への普及啓発活動 

（３）ポスター、ホームページ、ＳＮＳ等による広報活動  

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。

５ その他    

  本市は、毎月２３日を「さいたま市子ども読書の日」と定め、家庭読書を始めと

 する子どもの読書活動の普及啓発を行っています。

記者発表資料

令和３年１１月１６日（火）

問い合わせ先：中央図書館

資料サービス課

課長：尾﨑

担当：岡田、大塚

電話：８７１－２１７３



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
おうちで楽しむ！読み聞かせ講座

令和3年12月11日（土）
午前10時～11時 実際に絵本を読みながら、家庭での読み聞かせのヒントを伝授します。

令和3年11月18日
（木）午前９時
～電話で申込み

7家族
（1家族あたり4
人まで）

2歳以上の幼児をもつ保護
者（市内在住）

中央図書館
冬の読書キャンペーン
０～１歳児の保護者のための絵本
とアートの楽しみ方講座

令和3年12月21日（火）
午前10時30分～11時30分

絵本の読み聞かせを行うとともに、美術の楽しみ方、作家の紹介、美術館情
報などをお伝えします。

令和3年12月9日
（木）午前９時
～電話で申込み

5組 0歳～1歳児と保護者

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3年12月24日（金）
①13時30分～14時10分
②15時～15時40分

怖いおはなしだけを集めたおはなし会を行います。
令和3年12月14日
（火）午前９時
～電話で申込み

各15人 5歳以上の幼児、小学生

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3年12月16日（木）～
令和4年1月14日（金）

カプセルくじをひいてくれた方におすすめの本を紹介します。 なし なし

北浦和図書館
冬の読書キャンペーン
楽葉さんのにんぎょうげき

令和3年12月24日（金）
①14時～14時20分
②15時～15時20分

楽葉さんによるテーブル人形劇（各回とも同内容）を行います。 あり 各30人 3歳~小学生（保護者可）

東浦和図書館 としょ丸読書チャレンジ

令和3年12月1日（水）～
周知開始
令和3年12月23日（木）～
令和4年1月7日（金）景品
配布

期間内に読んだ本を「としょ丸どくしょてちょう（幼児向け）」「としょ丸
どくしょてちょう」「としょ丸読書手帳（３～６年生むけ）」に記入し、景
品配布期間に児童カウンターへ持ってくると、３冊以上でヌゥシールを、５
冊以上で工作キットを配布。景品は先着順で、１人１つまでとなります。
　　（例：４冊→ヌゥシール、５冊以上→ヌゥシール＋工作キット）
※手帳には、３冊目、または５冊目の欄にスタンプを押印します。

なし
工作キット
幼児・30個、
小学生・30個

幼児・小学生

東浦和図書館 クリスマスおはなし会
令和3年12月23日（木）
15時30分～16時

絵本、紙芝居、ブラックパネルシアターなどを行います。

令和3年12月9日
（木）9時～電話
または児童カウ
ンターで受付
※初日のみ電話
のみの受付

4組
2歳以上の幼児とその保護
者

東浦和図書館
冬の読書キャンペーン
「赤ちゃん絵本パックーおうちで
おはなし会編－」

令和3年12月24日（金）～
（なくなり次第終了）

あかちゃん絵本4冊に図書館の「おはなし会プログラム」を付けた「赤ちゃん
絵本パック」を貸し出します。 なし なし どなたでも

美園図書館 としょ丸読書チャレンジ

令和3年12月1日（水）～
周知開始
令和3年12月23日（木）～
令和4年1月7日（金）景品
配布

期間内に読んだ本を「としょ丸どくしょてちょう（幼児向け）」「としょ丸
どくしょてちょう」「としょ丸読書手帳（3～6年生むけ）」に記入し、景品
配布期間にカウンターへお持ちいただくと、3冊以上でヌゥシールを、５冊以
上で工作キットを配布します。景品は先着順で、1人1つまでとなります。
　　（例：4冊→ヌゥシール、5冊以上→ヌゥシール＋工作キット）
※手帳には、3冊目、または5冊目の欄にスタンプを押印します。

なし
工作キット
幼児・20個、
小学生・20個

幼児・小学生

大宮図書館 こども映画会「スノーマン」 令和3年11月23日（火・祝）絵本『スノーマン』を原作にした無声アニメ映画を上映します。 あり 20人 幼児・小学生とその保護者
大宮図書館 クリスマスおはなし会 令和3年12月25日（土） 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行います。あり 15人 幼児・小学生

大宮図書館
タビゾメ　この1冊がパスポー
ト。

令和4年1月1日（土・祝）
～3日（月）

「海外」や「国内」が舞台となった本を国ごと県ごとに振り分けし、中身が
見えない状態で貸し出す本の福袋を用意。一般書の袋と児童書の袋に分け
て、一般向けと同時開催します。

なし 先着50袋 幼児・小学生とその保護者

大宮図書館
百人一首であそぼう！ぼうずめく
り大会 令和4年1月8日（土）

百人一首を使った坊主めくり大会。4人一組で2組ずつ2回開催し、参加者全員
に年賀状風ポストカードの配布と、優勝者にクリアファイルの贈呈を行いま
す。

あり 8人×2回 小学生

大宮西部図書館
冬の読書キャンペーン
としょ丸忍術帳・家読の巻

令和3年12月23日（木）～
令和4年1月23日（日）

図書館の利用法や家庭での読書・読み聞かせ等の設問や課題をクリアするご
とに「としょ丸忍術帳」にスタンプを押印します。すべてクリアした参加者
へ「忍術認定証」と特製の景品を贈呈します。

なし なし 幼児・小学生

大宮西部図書館
冬の読書キャンペーン
大宮西部としょかんたんけん隊！

令和3年12月13日（月）
令和3年12月20日（月）
令和3年12月27日（月）
各15時～16時

大宮西部図書館の探検と移動図書館との記念撮影、ミニおはなし会などを行
います。

あり
令和3年11月24日
(水）9時から
電話で申込み

各8人 小学生

大宮西部図書館
冬の読書キャンペーン
子ども映画会

令和3年12月23日（木）
14時～15時

児童向けの映画を上映します。

あり
令和3年12月8日
（水）9時から
電話で申込み

30人 どなたでも

大宮西部図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマスアドベントカレンダー

令和3年12月1日（水）～
令和3年12月25日（土）

クリスマスアドベントカレンダーの本を1日1冊ずつ紹介します。また、11月
23日（火・祝）から児童資料室にクリスマスの本を展示します。

なし なし

桜木図書館 冬の読書キャンペーン
「たのしいクリスマス」展示

令和3年11月23日(火・祝)
～令和3年12月25日（土）

クリスマスの本を展示します。 なし なし

馬宮図書館
冬の読書キャンペーン
「たのしいクリスマス」展示

令和3年11月23日(火・祝)
～令和3年12月25日（土）

クリスマスの本を展示します。 なし なし

三橋分館 冬の読書キャンペーン
「たのしいクリスマス」展示

令和3年11月23日(火・祝)
～令和3年12月25日（土）

クリスマスの本を展示します。 なし なし

春野図書館 冬の読書キャンペーン
クリスマスおはなし会

令和3年12月16日（木）
15時30分～16時10分

すばなし・絵本の読み聞かせなどを行います。 令和3年12月9日
（木）9時～

10人 幼児・小学生

春野図書館
冬の読書キャンペーン
冬休み子ども映画会

令和4年1月5日（水）
14時～15時

児童向けの映画を上映します。
令和3年12月22日
（水）9時～

10人 幼児・小学生

大宮東図書館
冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会

令和3年12月23日（木）
15時30分～16時10分

すばなし・絵本の読み聞かせなどを行います。
令和3年12月16日
（木）9時～

10人 幼児・小学生

大宮東図書館 冬の読書キャンペーン
クリスマスおりがみ教室

令和3年12月24日（金）
14時～16時

クリスマスの季節に合わせた折り紙を折ります。 令和3年12月10日
（金）9時～

10人 5歳以上の
子ども

七里図書館
冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会

令和3年12月22日（水）
15時30分～16時10分 すばなし・絵本の読み聞かせなどを行います。

令和3年12月15日
（木）9時～ 10人 幼児・小学生

七里図書館
冬の読書キャンペーン
冬休み子ども映画会

令和3年12月27日（月）
14時～15時30分 児童向けの映画を上映します。

令和3年12月20日
（月）9時～ 50人 幼児・小学生

片柳図書館
冬の読書キャンペーン
冬休みわくわくおはなし会

令和3年12月27日（月）
15時30分～16時10分 すばなし・絵本の読み聞かせなどを行います。

令和3年12月20日
（月）9時～ 10人 幼児・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)

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3年12月24日（金）
14時～15時30分 児童向けの映画を上映します。

令和3年12月17日
（金）9時～ 35人 幼児・小学生

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3年12月14日（火）～
（なくなり次第終了）

おすすめの児童書を2冊ずつ包装紙に包んで貸し出します。 なし 100セット 幼児・小学生

与野図書館 クリスマスこども会
令和３年12月24日（金）
①14時30分～15時
②15時30分～16時

クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせやパネルシアターを行います。 あり 各回6組 3歳～小学生とその保護者

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3年12月15日（水）～
（なくなり次第終了）

おすすめの児童書を2冊ずつ包装紙に包んで貸し出します。 なし 100セット 幼児・小学生

岩槻図書館
冬の読書キャンペーン
「岩槻図書館人形劇」

令和3年12月27日（月） 人形劇の上演と絵本の読み聞かせを行います。 あり 15組
幼児・小学生とその保護
者

岩槻駅東口図書館 冬の読書キャンペーン
「岩槻図書館人形劇」

令和4年1月6日（木） 人形劇の上演と絵本の読み聞かせを行います。 あり 15組 幼児・小学生とその保護
者

桜図書館 桜図書館　読書ビンゴにチャレン
ジ！

令和3年11月23日(火・祝)
～令和4年1月23日（日）

図書館が配布する読書ビンゴカードの条件に合う本を読んでいただき、ビン
ゴを3列そろえた子どもに、プチプレゼントを贈ります。

なし なし 小学生

桜図書館 こどもの本のおたのしみ袋　ふゆ
令和3年12月23日（木）～
（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し出します。なし 100袋 乳幼児～小学生

北図書館 冬休み特別おはなし会 12月22日（水） 絵本の読み聞かせ、工作、おすすめ本を紹介します。 あり 20人 幼児・小学生
北図書館 北図書館ウラガワたんけんツアー 12月27日（月） 北図書館の館内見学、図書館クイズを行います。 あり 20人 幼児・小学生

宮原図書館 冬のおはなし会
12月23日（木）
①11時　②14時

①絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべうたを行います。
②おはなし、絵本の読み聞かせ、ミニ工作等を行います。 あり

①５組
②２０人

①２歳以下の子どもと保
護者
②幼児・小学生と保護者

宮原図書館
冬の読書キャンペーン記念展示
「読んでみよう！みんなのおすす
め本」

令和4年1月5日（水）～
令和4年1月24日（月）

さいたま市子ども読書の日創設記念キャンペーン記念展示「みんなのおすす
めブックガーランド」で応募があったおすすめ本を、応募用紙とともに展示
します。

なし なし どなたでも

武蔵浦和図書館
冬の読書キャンペーン
Coconico多言語おはなし会

令和3年12月4日（土）
10時30分～11時30分

絵本の読み聞かせ、ワークショップなどを行います。
あり
当日10時から会
場で受付

30人
幼児、小学生
（保護者も可）

武蔵浦和図書館
冬の読書キャンペーン
クリスマスひまわりおはなし会

令和3年12月5日（日）
①10時～10時30分
②11時～11時30分

絵本の読み聞かせ、すばなしなどを行います。

あり
11月26日(金)9時
～12月3日(金)閉
館までに、電話
または来館

各回30人
幼児、小学生
（保護者も可）

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3年12月22日（水）
①15時～15時40分
②16時～16時40分

絵本の読み聞かせなどを行います。

あり
①14時30分～
②15時30分～
当日会場で受付

各回40人 5歳以上の幼児、小学生
（保護者も可）

南浦和図書館
冬の読書キャンペーン
ふゆのおたのしみ会

令和3年12月23日（木）
①14時30分～15時10分
②15時30分～16時10分

絵本の読み聞かせなどを行います。

あり
①14時～
②15時～
当日会場で受付

各回10人
5歳以上の幼児、小学生
（保護者も可）


