
2000 年に国をあげて実施された「子ども読書年」。この流れを受けて、2001 年 12月には「子どもの読書活動推進
法」が公布・施行、国と自治体には子どもの読書推進に関する施策の策定・実施の責務を有することが明記されました。

その「子どもの読書活動推進法」により、4 月 23 日が「子ども読書の日」と定められました。この日には文部科学省
がフォーラムを開催し、読書活動優秀実践の学校・図書館・団体を表彰しています。

4/27 むかしの本をさわってみよう 宮前図書館 どなたでも 定員 20 人（先着順）

4/28 塗り絵教室「版本でぬりえをしてみよう」 宮前図書館 幼児・児童 定員 30 人（先着順）

読み聞かせ講座 西荻図書館 小学校ボランティア 定員 20 人（抽選）

4/15（月）申込締切 小学校ボランティアのための講座です

4/25（木）、5/9（木）、5/23（木）、6/13（木）、6/27（木）各回 10 時～12時 5 回連続講座

4/21 図書館たいけん 下井草図書館 児童 定員 20 人（先着順）

申込受付期間

4/2(火)～ 4/10（水）
ぬいぐるみおとまり会 南荻窪図書館 児童 定員 10 人（先着順）

ぬいぐるみ持込期間 4/11（木）～4/15（月） 受取期間 4/20（土）～4/23（火）

子どもたちにとって身近な存在のぬいぐるみを図書館で一時お預かりし、ぬいぐるみ返却時に図書館での様子を撮

った写真とお勧めの本のリストを一緒にプレゼントします

4/2（火）受付開始 4/21 春のキラキラおはなし会とこうさく会 高井戸図書館 児童 定員 30 人（先着順）

4/11（木）受付開始 4/27 こどもえいがかい 中央図書館 児童・親子 定員 50 人（先着順）

4/11（木）受付開始 4/28 絵本作家のワークショップ 中央図書館 児童・親子定員 50 人（先着順）

4/22（月）受付開始 5/11 英語絵本で楽しい母の日 西荻図書館 親子 定員 20 組（先着順）

のまりんの紙芝居劇場
方南図書館

10 時半～11 時半
児童・親子

関西弁で紙芝居をする野間成之さんの、抱腹絶

倒の公演です 当日先着 60 人

あおぞらおはなし会
中央図書館

11 時～11 時半
乳幼児・親子

図書館に隣接する「読書の森公園」で青空のも

と、読み聞かせや手遊びをします

春のおはなし会
成田図書館

11 時～11 時 40 分
児童

手あそびや紙芝居、人形劇など、「春」をテー

マにした読み聞かせ 当日先着 30 人

のまりんの紙芝居劇場
永福図書館

14 時半～15 時半
児童・親子

関西弁で紙芝居をする野間成之さんの、抱腹絶

倒の公演です 当日先着 60 人

図書館たいけん
下井草図書館

14 時～15 時
児童

図書館の利用案内と、図書館業務の一部を体験

してもらいます 申込制

春のキラキラ

おはなし会とこうさく会

高井戸図書館

14 時～15 時
児童

大型絵本「にじいろのさかな」やブラックパネ

ルシアター「ピーターパン」などの読み聞かせ

をします 工作は風でコロコロ回るエコロカー

をつくります 申込制

読み聞かせ講座

初回

西荻図書館

10 時～12 時

小学校

ボランティア
申込制

ほんでしらべて

クイズにこたえよう!!
高円寺図書館

9 時～15 時
幼児・小学生

図書館が出題したクイズに、図書館の本から調

べて答えをみつけます 受付時間に２階カウン

ターへお越しください 4/28 も開催

むかしの本を

さわってみよう

宮前図書館

10 時半～11 時半
どなたでも

江戸時代の本である「版本」に触れてみません

か あまり馴染みがない資料ですが、新たな発

見があるかも・・・ 申込制

こどもえいがかい
中央図書館

14 時半～15時半
児童・親子

ブックトークなどを組み合わせたこども対象

の映画を上映します 申込制

申込が必要なもの



貸出します

〈気になっていた本〉
阿佐谷図書館 幼児・小学生

子ども向けの＜本の詰め合わせバック＞を

年齢別に貸し出します 当日先着 20 人

【限定 20 パック、なくなり次第終了】

塗り絵教室「版本でぬり

えをしてみよう」

宮前図書館

10 時半～11時半
幼児・児童

版本の挿絵を自由に塗って、あなただけの作

品を手にしませんか 申込制

絵本作家の

ワークショップ

中央図書館

14 時～16 時
児童・親子

絵本作家おくはらゆめさんを講師に迎え、受

講の子どもたちも創作に加わるワークショ

ップを実施します 申込制

おはなし会フェスタ
阿佐谷図書館

11 時～

乳児・親子

0～2歳対象

図書館スタッフによるあかちゃんおはなし

会です 当日先着順

こうさく会
中央図書館

13 時～
児童・親子

こいのぼりのあるおうちがとびだすカード

をつくります 当日先着 30 人

おはなし会フェスタ
阿佐谷図書館

13 時半～/14 時～

14 時半～/15 時～

児童・親子
ボランティア 4グループによるおはなし会で

す 当日先着順

じしゃくをつかった

科学遊びと読み聞かせ

今川図書館

11 時～12 時
小学生

絵本の読み聞かせと組み合わせて、簡単な科

学実験をします 当日先着 30人

しおりをつくろう 柿木図書館 どなたでも
いろんな材料を使って、オリジナルのしおり

をつくります 5/6（月）まで

スペシャルおはなし会
高円寺図書館

15 時～
幼児・親子

手あそびや紙芝居、パネルシアターや絵本の

読み聞かせをします 当日先着順

おもしろ科学遊び

～キツツキのおもちゃ～

阿佐谷図書館

14 時～15 時
5 歳～小学生

未就学児（保護者同伴）から小学生を対象の、

科学に親しむイベントです 当日先着 30 人

子どもの本の

リサイクル
柿木図書館 どなたでも

図書館で除籍した児童書をさしあげます

5/11（土）まで

英語絵本で

楽しい母の日
西荻図書館

15 時～15 時 45 分
親子

英語絵本の読み聞かせをします お子さんと

保護者で参加してください 申込制

こどもの読書週間ポスター展
柿木図書館 どなたでも

1959 年から始まった「こどもの読書週間」の過去

のポスターを展示します（データがないために欠け

る回もあります）

中央図書館 3391-5754 永福図書館 3322-7141

柿木図書館 3394-3801 高円寺図書館 3316-2421

宮前図書館 3333-5166 成田図書館 3317-0341

西荻図書館 3301-1670 阿佐谷図書館 5373-1811

南荻窪図書 3335-7377 下井草図書館 3396-7999

高井戸図書 3290-3456 方南図書館 5355-7100

今川図書館 3394-0431

詳細は各図書館のお知らせをご覧になるか、

直接お問い合わせください


