
図書館 日時 名称 内容 対象 申し込み方法など

8月5日（土）
午後2時～4時

科学の本のブックトーク
地球ってすごい！地球が見えるコマを
作ります。

小学生
（申込先着20名）

7月18日(火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月23日（水）
午後3時～4時 夏のスペシャルおはなし会

ふしぎなおはなしをたっぷりあじわえま
す。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月2日（水）
午前11時～11時45分

ちょっぴりこわいおはなし会
おばけのおはなしに、手遊び、プチ工
作など！ボランティアとスタッフによる
夏の恒例イベント。

幼児～小学校低学
年（先着順65名）

当日、直接会場へ

8月23日（水）
午前10時30分～正午

永福かがく研究所
「光るスライムをつくろう！」

毎年大人気の、光るスライムを作る科
学工作会。今年もやるよ！

小学生
（申込先着20名）

8月7日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

柿木
（上井草1－6－13
℡3394－3801）

8月19日（土）
午後3時～4時 夏休み工作会「エコーマイクを作ろう」

音を見て聞いてさわってみよう！音の
実験をしてから、バネを使ったエコーマ
イクを作ります。

幼児～小学生
(申込先着20名）
（未就学児は、保護
者同伴）

8月5日(土）から電話またはカウ
ンターにて受付

高円寺
（高円寺南2－36－25

℡3316－2421）

8月5日（土）
午後2時～3時30分

科学こうさく会
「マスキングテープでつくるマジックボッ
クス」

ひらいていくと、どんどんかたちのかわ
るはこをつくります。

幼児～小学生
(申込先着20名）
（幼児は、保護者同
伴）

7月21日（金）から電話またはカ
ウンターにて受付

宮前
（宮前5－5－27
℡3333－5166）

8月23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
はなし会です。

幼児～小学生
（先着順50名）

当日、直接会場へ

8月7日(月)
午後2時～3時

夏休み工作会「のびる棒をつくろう」
あそべるおもちゃとして「のびる棒」を
つくろう！

幼児～小学生
（申込先着12名）
（幼児は保護者同
伴）

7月17日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月12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。

小学生とその保護
者（申込先着15組）

7月22日（土）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月14日(月)
午後2時～3時

夏休み工作会「オリジナル芳香剤をつ
くろう」

空きビンや保冷剤を使ってオリジナル
芳香剤をつくろう！

小学生
（申込先着12名）

7月24日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月22日(火)
午後2時～2時45分

英語おはなし会「成田図書館英語えほ
んライブ」

英語絵本の読み聞かせ、手遊び、お
歌などご家庭でも楽しめる英語遊びを
ご紹介。
大人から英語のご経験の無い小さな
お子さままでお楽しみいただけます。

どなたでも 当日、直接会場へ

8月5日（土）
午後2時～3時

夏休み工作会「くるくるまわるマスコッ
トをつくろう」

磁石を使って、くるくる回るマスコットを
作ります。実験もやるよ!

5歳～小学3年生
（申込先着20名）
（未就学児は要保護
者同伴）

7月15日（土）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月7日（月）
午後1時30分～2時

ハンドベルサマーコンサート
親子で爽やかなハンドベルの音色を
楽しみませんか？

幼児とその保護者
(申込先着20組）

7月18日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月19日（土）
午後2時～

おばけ？かいじゅう？なつのおはなし
かい

「おはなしバルーン」のみなさんによる
夏休みのスペシャルおはなし会です。

幼児～小学生とそ
の保護者

当日、直接会場へ

8月26日（土）
午後2時30分～3時15分

夏休み！英語絵本おはなし会はじまる
よ！

英語の本の読み聞かせや、歌を歌っ
て体を動かしたり、楽しいゲームをする
よ！

小学1～3年生
(申込先着20名）

8月1日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月1日（火）～10日（木）
阿佐谷図書館しごと場見学
「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・中学生 当日、直接会場へ

8月20日（日）
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26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
（先着順30名）

当日、直接会場へ

8月8日（火）、9日（水）
午前9時30分～正午

わたしも　ぼくも　としょかんいん
としょかんの おしごとってなんだろ
う？ ふだんは はいれないばしょにも
ごあんないします。

小学生
（申込先着各10名）

7月24日から電話またはカウン
ターにて受付

8月19日（土）
午後2時～3時30分

なつやすみ　おたのしみ会　工作会
紙パックを使って、夏の思い出がつ
まった宝箱をつくろう！おはなしかいも
ありますよ！

小学生
（申込先着15名）

8月1日から電話またはカウン
ターにて受付

高井戸
（高井戸東1‐28‐1

℡3290‐3456）

8月2・9・16・23日(水）
午後3時30分～4時

中高生による読み聞かせ
中学生・高校生のお兄さん、お姉さん
が絵本を読んでくれます。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月2日（水）
午後3時～4時 こわ～いおはなし大会

暑い夏にヒヤっとゾクゾクしたい子は
よっといで！こわ～いおはなし会やり
ますよ～！

小学生から 当日、直接会場へ

8月23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！」

夏にぴったりのえほんやおはなしをぜ
ひ、みんなで聞きに来てください。

幼児から 当日、直接会場へ

8月26日（土）
午後3時～

わくわくひろば映画会
「ふるさと再生日本の昔ばなし」

昔ばなしのアニメを上映します。どんな
おはなしが出てくるかお楽しみ。

どなたでも 当日、直接会場へ

8月29日（火）
午前10時～午後0時30分 「木の枝が紙に変身！」

和紙工房の見学と、流し漉きの体験を
します。

小学生3年生以上
（申込先着８名）

8月15日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月16日(水)
午後3時～4時

おはなし会＆工作会
「オリジナルスタンプをつくっちゃおう」

「みんなだいすき工作会!」 でもういち
どつくりたいランキング1位となった作
品をつくります。

幼児～小学生 当日、直接会場へ

8月29日(火)
午後７時～8時 夜のおはなし会

うすぐらいおへやできく夜のおはなし
会。こわいおはなしをきいて、みんなで
すずしくなっちゃおう。
※夜間のため保護者による送迎をお
願いします。

小学生
（申込先着25名）

8月1日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

図書館　8月の行事

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。

阿佐谷
（阿佐谷北3－36－14

℡5373－1811）

西荻
（西荻北2－33－9

℡3301‐1670）

南荻窪
（南荻窪1－10－2
℡3335－7377）

永福
(永福4－25－７
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成田
（成田東3－28－5
℡3317－0341）

方南
（方南1－51－2
℡5355－7100）

今川
（今川4－12－10
℡3394－0431）

中央
（荻窪3－40－23
℡3391-5754）


