
図書館 日　　時 名　　称 内　　容 対　　象 申し込み方法など

8月8日（土）
午後2時～4時

科学あそびの会 科学の本のブックトークと工作会
幼児～小学生
（先着20名）

事前申込制。7月20日（月）より
中央図書館1階カウンターまた
はお電話にて受付け。先着順。

8月22日（土）
午後2時～3時30分

こわいおはなし会
こわいおはなしが少し苦手な人は「ち
いこわ」に、こわいおはなし大好きな人
は「おおこわ」へ。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月5日(水)
午前11時～正午

ちょっぴり こわいおはなし会
ちょっぴり こわいけど、かわいいおばけ
のおはなし会。おばけのプチ工作会も
やるよ！

幼児～小学校低学
年

当日、直接会場へ

8月18日(火)
午前10時30分～正午

永福かがく研究所
　「光るスライム、再び！」

昨年大人気だった光るスライムを作る
科学工作会。今年もやるよ！

小学生（定員20名）
事前申込制。8月1日(土)より
永福図書館1階カウンターまた
はお電話にて受付け。先着順。

8月8日（土）
午後2時～3時30分

ベンハムのこまとアニメーション作り
くるくるまわって、絵がうごいて見える
こまをつくります。

幼児～小学生
（定員20名。幼児は
保護者同伴）

当日、直接会場へ。先着順。

8月26日（水）
①午後3時～3時20分
②午後3時30分～4時

こわいおはなし会
こわい絵本をよんだり、
こわいおはなしをかたります。

①幼児
②小学生以上

当日、直接会場へ

8月10日（月）
午前10時30分～11時30分

こんぺいとうのおんがくとおはなし
たのしい がっきとともに
えほんのせかいをおとどけします。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月19日（水）
午後3時～4時

こわーいおはなし会
夏休み恒例、スタッフとボランティアに
よる  こわいおはなしばかりを集めた
おはなし会。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

7月21日（火）～8月31日（月） 図書館★探偵
図書館クイズに挑戦して、きみも図書
館探偵になろう！たくさんある本の中
から答えを見つけてください。

幼児～小学生 期間中、カウンターへ

8月3日（月）午後2時～2時45分
8月17日（月）午前11時～11時
45分
8月31日（月）午後2時～2時45
分

英語deおはなし会
英語の絵本のよみきかせや体操、
ゲームをします。

未就学児～小学生
（未就学児は保護者
同伴）

事前申込制。7月21日(火)より
成田図書館カウンターまたは
お電話にて受付け。

8月17日（月）・24日（月）
午後2時～3時

夏休み工作会
　「くるくるクラゲを作ろう」

紙コップをつかって、
くるくるまわるクラゲを作ります。

小学生（各回10名）
事前申込制。8月1日(土)より
成田図書館カウンターまたは
お電話にて受付け。

8月22日（土）
午後6時30分～7時15分

夜の怪談おはなし会
こわ～いおはなしがたくさんの
夜に行うおはなし会です。

小学生（15名）と
その保護者

事前申込制。8月1日(土)より
成田図書館カウンターまたは
お電話にて受付け。

8月1日（土）
①午後2時45分～
②午後3時15分～

麦の穂夏のおはなし会
楽しいお話、聞きに来てくださいね。
お待ちしています。

①幼児
②小学生

当日、直接会場へ

8月22日（土）
午後2時～

夏休み工作会
　「おどるへびくんをつくろう！」

声を出したらおどりだす、へびくんを
つくってみよう。音の実験もやります。

5歳～小学3年生
（定員20名。幼児は
保護者同伴）

事前申込制。7月22日(水)より
西荻図書館カウンターまたは
お電話にて受付け。

8月29日（土）
午後2時～

スペシャルおはなし会
　「たのしいなかまたち！」

「おはなしバルーン」のみなさんによる
楽しいおはなし会です。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月4日（火）～7日（金）
阿佐谷図書館しごとば見学
　「教えて！あさがやぶんしにゃん」

図書館についての質問や、図書館を
使った調べ方の相談にお答えします。

小学生・中学生 当日、直接会場へ

8月22日（土）
午前11時～11時30分

親子で楽しむ
　夏のスペシャルおはなし会

素話や手遊びを楽しめる
スペシャルおはなし会です。

どなたでも 当日、直接会場へ

8月29日（土）
午後4時～4時30分

背筋がゾクッと！
　夏のこわ～いおはなし会

夏休み最後の思い出に、
きもだめしをしませんか。
こわ～いおはなし盛りだくさんです。

5歳以上
（定員30名）

当日、直接会場へ（先着順）

8月7日（金）
午前9時30分～正午

わたしも ぼくも としょかんいん 図書館の仕事を体験してみよう！ 小学生（定員10名）
事前申込制。7月23日（木）より
南荻窪図書館カウンターまた
はお電話にて受付け。

8月16日（日）
午前10時～正午

カブトムシ・クワガタをみてみよう

井上暁生先生をお招きして、一緒にカ
ブトムシやクワガタについて学ぼう！
見るだけじゃなく触ることもできるか
も！

どなたでも
（定員30名）

事前申込制。7月27日（月）より
南荻窪図書館カウンターまた
はお電話にて受付け。

8月16日(日)
午後1時30分～

スペシャル工作会
　「親子で作る　スイスイとんでく
　　　　　　　　　　　手づくりひこうき」

ひこうきの とぶしくみや、
とばし方などを、スチレンひこうきで
楽しく作って学べます。

小学生以上
（定員20組）

事前申込制。7月21日（火）より
下井草図書館カウンターまた
はお電話にて受付け。

8月22日(土)
午後2時30分～

夏のスペシャルおはなし会
大型本や人形劇など、
特別な夏のおはなし会。

小学生まで 当日、直接会場へ

8月27日(木)
午後2時～

夏休み図書館お仕事体験ツアー

夏休みの思い出に、ふだん利用してい
る図書館のお仕事にチャレンジして
みませんか？
楽しみながら図書館の事がたくさん
学べます。

小学生から
（定員10名）

事前申込制。7月25日（土）より
下井草図書館カウンターまた
はお電話にて受付け。

中　央
（荻窪3－40－23
℡3391-5754）

阿佐谷
（阿佐谷北3－36－14

℡5373－1811）

西　荻
（西荻北2－33－9
℡3301‐1670）

宮　前
（宮前5－5－27
℡3333－5166）

南荻窪
（南荻窪1－10－2
℡3335－7377））

高円寺
（高円寺南2－36－25

℡3316－2421）

永　福
(永福4－25－７
℡3322－7141）

成　田
（成田東3－28－5
℡3317－0341）

下井草
（下井草3－26－5
℡3396－7999）



8月2日（日）
午前10時～11時

親子で楽しむ
　英語絵本の読み聞かせ

高井戸図書館恒例「英語と子育て講
座」の夏休み親子スペシャル版。楽しい
ひとときを親子でご一緒にどうぞ！

幼児から一般
（定員35名）

事前申込制。7月1日(水)より
高井戸図書館カウンターまた
はお電話にて受付け。

8月5日（水）・12日（水）・19日
（水） 午後3時30分～4時

中高生による読み聞かせ
中高生のおにいさん、おねえさんが
おはなし会を実演。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月24日（月）～26日（水）
午前10時～午後4時

リサイクルフェア
こどもの雑誌
「こどものとも」「子供の科学」「たくさ
んのふしぎ」などのリサイクルフェア。

幼児から一般 当日、直接会場へ

8月5日（水）
午後3時～4時

こわ～いおはなし大会
今年もやります！君の背中をゾクゾク
させるこわ～いお話がまってるよ！

小学生から 当日、直接会場へ

8月26日（水）
午後3時～4時

夏のスペシャルおはなし会
　「みーんなあつまれ！」

夏のおたのしみ！
素敵なお話をみんなでききにきてね！

幼児から 当日、直接会場へ

今　川
（今川4－12－10
℡3394－0431）

8月22日（土）
午後7時～8時

夜のおはなし会
夜に、こわいおはなしをする夜の
おはなし会。どうぞご参加ください。

小学生（定員30名。
申込順）

事前申込制。8月1日(土)より
今川図書館カウンターまたはお
電話にて受付け。申込順。

この他にも、図書館では夏休み期間中に読書にチャレンジすると、スタンプを押したりシールがもらえるイベントを実施します。
実施期間・対象・詳細は各図書館へお問い合わせください。

高井戸
（高井戸東1‐28‐1
℡3290‐3456）

方　南
（方南1－51－2
℡5355－7100）


