
図書館 日時 名称 内容 対象 申し込み方法など

中央
（荻窪3－40－23
℡3391－5754）

8月21日（日）
①午前10時～
②午後2時～

子どもえいが会

①リトルツインズ「ぼくらの夏がと
んでいく」
②アルプスの少女ハイジ「アルム
の山へ」

幼児～小学生とその保護者
定員各30名（先着順）

当日、直接会場へ

8月11日（木）
午前11時～11時45分

小学生のためのおはなし会＆ミニ
工作会・夏

「とぶ」をテーマにしたおはなし会
とミニ工作会をおこないます。

小学生
定員6名（申込順）

7月19日（火）から電話または2
階カウンターにて受付

8月17日（水）
午前11時～11時45分

ちょっぴりこわいおはなし会
あつい夏も、ちょっとだけすずしく
なる！こわいおはなしをお届けし
ます。

幼児～小学生とその保護者
定員20名（申込順）

7月26日（火）から電話または2
階カウンターにて受付

柿木
（上井草1－6－13
℡3394－3801）

8月6日（土）
午後3時～4時

夏休み工作会「音の実験と鳴き声
コップ作り」

音がするのはどんな時？音の実
験をしてから、紙コップとタコ糸で
鳴き声が聞こえるコップを作りま
す。

小学生
定員16名（申込順）

7月23日(土）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月6日（土）
①午後2時～3時
②午後3時15分～4時15分

科学こうさく会「パタパタボックス」
立方体を組み合わせて、パタパ
タ動いて、色や絵が変わる不思
議な立方体を作ろう。

幼児～小学生（幼児は、保護
者同伴）
定員各回10組（申込順）

7月23日(土）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月12日（金）
午後3時～4時

図書館探検
図書館の中を探検します。普段
は入れないところも、見られる
よ。

小学生とその保護者
定員10組（申込順）

7月30日（土）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24日（水）
①午後2時～
②午後3時～

こわいおはなし会
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～小学生とその保護者
定員各回25名（申込順）

8月１日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月15日（月）
午前11時～11時45分

なりたこどもシアター「ふるさと再生
にほんのむかしばなし」

昔ばなしはやっぱりおもしろい！
みんなで一緒に楽しもう！

幼児～小学生とその保護者
定員15名（申込順）

8月１日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月26日(金)
午後4時～4時30分

夏のこわいおはなし会
夏にぴったりのこわいおはなしで
すずしくなっちゃおう！

小学生
定員15名（申込順）

8月12日（金）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月6日（土）
午前10時30分～11時

夏のこども映画上映会
子ども向けの映画（ダーウィンが
来た「恐竜超伝説」）を上映しま
す。

幼児～小学生とその保護者
定員15名（申込順）

7月25日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月27日（土）
午後2時～2時30分

夏休み！キラリ☆キラキラおはなし
会

たのしいおはなしがいっぱいの
夏休みスペシャルおはなし会で
す。

どなたでも
定員15名（先着順）

当日、直接会場へ

阿佐谷
（阿佐谷北3－36－14
℡5373－1811）

8月27日（土）
①午後2時～2時20分
②午後3時～3時20分

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～小学生とその保護者
定員各回10組（申込順）

8月8日（月）から電話または2階
カウンターにて受付

8月4日（木）、5日（金）
午前10時～11時

わたしも　ぼくも　としょかんいん
きょうだけきみもとしょかんい
ん！ としょかんのしごとをたい
けんしてみよう！

小学生
定員各日10名（抽選）

南荻窪図書館で配布する、応
募用紙に記入の上、7月22日
（金）までにお申し込みくださ
い。

8月21日（日）
午後2時～3時30分

図書館でボードゲーム！
図書館で用意した3種類のボード
ゲームを、みんなで楽しみます。

小学生
定員10名（申込順）

8月14日（日）午前9時から電話
またはカウンターにて受付

8月20日（土）
午後2時30分～3時

夏のスペシャルおはなし会
ボランティアの方と、とくべつな楽
しいおはなし会を行います。

幼児～小学生とその保護者
定員15名（申込順）

8月8日（月）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月27日（土）
午後2時～3時

工作会「ぶんぶんゴマをつくってみ
よう！」

自由に絵やもようをかいて、じぶ
んだけのオリジナルぶんぶんゴ
マをつくってみよう！

幼児～小学生とその保護者
定員8名（申込順）

8月27日（土）の午前9時から電
話またはカウンターにて受付

8月2日（火）～31日（水）
読書感想文におすすめの本～夏
休みの宿題お助けコーナー～

小学生の読書感想文向けの本を
低学年、中学年、高学年に分け
て展示します。

小学生 当日、直接会場へ

8月2日(火）、4日（木）、5日（金）
午前10時30分～正午

図書館たんけん隊
ふだんは入れない図書館のいろ
いろなところを案内します。

小学生2年生～6年生
定員各日4名（申込順）

7月22日（金）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月7日（日）
午前10時から30分入替制
8回実施

消しゴムはんこで夏のポストカード
をつくろう

消しゴムはんこでスタンプしてポ
ストカードを作ります。

幼児～小学生（幼児は保護者
同伴）
定員各回5名（申込順）

7月24日（日）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月19日（金）
午前10時～正午

科学あそび教室
錯覚ってなあに？～超高層ビル
ボックスとふしぎなおもちゃをつく
ろう～

小学3年生～中学生
定員14名（申込順）

8月5日（金）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月21日（日）
午前10時から30分入替制
8回実施

革のマスコットをつくろう
革細工のオリジナルマスコットを
作ります。

幼児～小学生（幼児は保護者
同伴）
定員各回6名（申込順）

8月7日（日）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月3日（水）
①午後2時30分～3時
②午後3時30分～4時

こわ～いおはなし会
暑い夏にひんや～りゾクゾするこ
わ～いおはなし会。ゆうきがある
子は、ほうなんとしょかんへ！

小学生以上の方とその保護者
定員各回10組（申込順）

7月16日（土）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月24日（水）
①午後2時30分～3時
②午後3時30分～4時

夏のスペシャルおはなし会「みーん
なあつまれ！」

夏にぴったりのとくべつ楽しいお
はなし会です。みんなでみにきて
ね！

幼児以上の方とその保護者
定員各回10組（申込順）

8月3日（水）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月2日（火）
①午後1時～②午後1時30分～
③午後2時～④午後2時30分～
（1回20分程度）

いまがわとしょかんプラネタリウム
『夏の星空を見てみよう』

プラネタリウム解説員を迎えて、
オリジナルプラネタリウムを多目
的室の天井に投影します。小さ
なお子様から小学生まで楽しめ
るプログラムを用意しました。

幼児～小学生とその保護者
定員各回5組（申込順）
①は、幼児（2歳～3歳）向けプ
ログラム。
②③④は、4歳から小学生向
け。

7月15日（金）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月16日（火）
午後2時～3時

夏のおはなし会＆工作会『万華鏡
をつくろう！』

花火のおはなしと簡単にできる
万華鏡をつくります。

幼児～小学生とその保護者
定員7組（申込順）

8月2日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月23日（火）
午後2時～

夏の親子映画会『ざんねんないき
もの事典』

話題の児童書を原作にした『ざん
ねんないきもの事典』を上映しま
す。

5歳～小学生とその保護者
定員15名（申込順）

8月2日（火）から電話またはカ
ウンターにて受付

8月27日（土）
午後2時～

夏のスペシャルおはなし会
夏の終わりに「キラキラ屋さん」
のお話を楽しもう！

幼児～小学生とその保護者
定員10組（申込順）

8月13日（土）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。

南荻窪
（南荻窪1－10－2
℡3335－7377）

方南
（方南1－51－2
℡5355－7100）

高井戸
（高井戸東1‐28‐1
℡3290‐3456）

永福
(永福3－51－17
℡3322－7141）

西荻
（西荻北2－33－9
℡3301－1670）

今川
（今川4－12－10
℡3394－0431）

高円寺
（高円寺南2－36－25
℡3316－2421）

下井草
（下井草3－26－5
℡3396－7999）

成田
（成田東3－28－5
℡3317－0341）


