
掲載イベントは、新型コロナウイルス感染防止

対策を講じた上で開催を予定しておりますが、状

況によって、中止することもございます。

詳しくは、各図書館へお問い合わせください。

掲載イベントの注意

七夕おはなし会
お話を聞いて、たんざくにねがいごとを書こう！

大型絵本の読み語りや、暗いところで光
るブラックパネルシアターを行います。
おりひめ様とひこぼし様は出会えるので
しょうか？
おともだちや家族をさそって、ぜひご参加
ください☆

新田コミュニティ図書館

■ 7/2（土）14:00～14:30
■ 申込不要
■ 対象:幼児～小学生

・ マスクの着用（2歳未満のお子様は除く）

・ 入館時の手洗いまたは手指アルコール消毒

・ 入館票のご記入

図書館に入館の際は、

以下にご協力をお願いします。

作ってみよう！自分だけの絵本
あなただけの絵本を作りましょう！

花畑図書館

画用紙から1冊の本を作り上げます。
そこに絵やお話をかいて自分だけのオリ
ジナル絵本を作ってみよう。

■ 7/30（土）10:00～16:00
■ 事前申込制 電話・窓口
■ 対象:小学生以上 定員10名

※ 小学生は保護者同伴
■ 費用:900円

家族タイムラインを作ろう
いざという時の備えはだいじょうぶ？

江南コミュニティ図書館

自分が住んでいる地域の浸水深や避難
所等を家族で調べてみましょう。
台風を想定した風水害に備えた「家族タ
イムライン」を作ります。
災害対策課職員による解説付き。

■ 7/24（日）14:00～15:30
■ 事前申込制 先着10組
■ 対象:小学生と保護者
※ タイムラインとは：災害の発生を前提に、「いつ」「誰が」「何を

するか」に着目して、防災行動とその実施主
体を時系列で整理した計画。

足立区立図書館ホームページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

bunka/library/index.html

「あだち電子図書館」利用登録受付中



舎人図書館

花畑図書館

☆おはなし会（0歳～小学生）

・0～3歳
7/1・15、8/5・19、9/2・1610:45～11:05

・4歳～小学生
7/1・8・15、8/5・12・19、9/2・9・1615:20～15:50

☆えいが会（4歳～）
7/22、8/26、9/2315:20～15:50

☆世界を旅するおはなし会（4歳～）
7/23、8/27、9/2414:30～15:00

☆作ってみよう！自分だけの絵本（小学生以上）
7/3010:00～16:00
詳しくは「イチオシ」を参照

◇大人のための絵本サロン（16歳以上）
8/2318:30～20:00定員10名
事前申込制（先着順）電話または窓口

☆…子ども向けイベント◇…大人向けイベント〇…親子向けイベント

保塚図書館

☆赤ちゃんおはなし会（0～3歳）
7/27、8/24、9/2810:30～10:50、11:00～11:20
定員9組事前申込制（先着順）電話または窓口
7月分は7/2から、8月分は8/2から、9月分は9/2から
それぞれ受付開始

☆おはなし会（4歳～）

7/13・17、8/3・21、9/14・1815:00～15:30

☆英語おはなし会（4歳～）

7/20、９/2115:00～15:30

☆七夕スペシャルおはなし会（4歳～）
7/615:00～16:00

☆こわ～いおはなし会（4歳～）
8/1015:00～16:00

☆夏の工作会（4歳～）
8/1715:00～16:00定員10名
事前申込制電話または窓口
ガラスタイルのコースターをつくろう！
10色のガラスタイルをならべて、すきなもようにできます。コップをおいたり、

おへやにかざれるコースターをつくりましょう。

◇ほつかミニ図書館（16歳以上）
7/2413:00～15:00

江北図書館

☆からだあそびのおはなし会（0～3歳）
7/8、8/12、9/911:00～11:20

☆おはなし会（0歳～小学生）

・0～3歳
7/22、8/26、9/2311:00～11:20

・幼児～小学生
7/13、8/10、9/1415:00～15:30

☆小学生こわいおはなし会
8/24、9/2815:30～15:45

☆小学生ブックくらぶ
7/6・20、8/3・17、9/7・2115:30～16:00

☆こども映画会
8/2014:30～15:30

☆こわいおはなし会スペシャル（小学生）
7/2715:30～16:30定員8名
事前申込制電話または窓口6/26から受付開始

◇ちょこっとカルチャー体験会（小学生と保護者）
7～12月の毎週日曜日10:00～12:00

〇自然を調べる親子ウォーキング（小学生と保護者）
9/249:30～11:30
事前申込制電話または窓口8/26から受付開始
センター周辺をウォーキングしながら発見した植物や虫などを撮影します。
図書館に戻ったら、撮影したものを図鑑などで調べます。

東和図書館

☆赤ちゃんおはなし会（0～2歳）

7/7・21、8/4・18、9/1・1511:00～11:30

☆おはなし会（小学生まで）
7/24、8/28、9/2511:00～11:30

☆おはなし会とボールストレッチ（3歳～）
7/17、8/21、9/1811:00～11:30

☆七夕工作会（小学生まで）
7/310:30～11:30

☆こわーいおはなし会（幼児・小学生とその保護者）
8/3018:00～18:30

◇ゲームで体感するSDGｓ（小学4年生以上とその保護者）
7/309:30～12:00
言葉は聞いたことがあるけれどあまり詳しくＳＤＧｓについて知らない、もっ

と身近に感じたいという方に向け、ゲームを通してＳＤＧｓ楽しく学ぶイベント
を開催いたします。

※ 「おはなし会」以外はすべて事前申込制

☆おはなし会（0歳～小学生）

・0～2歳

7～9月の毎週木曜日11:00～11:20
・2～4歳
7～9月の毎週木曜日10:30～10:50

・4歳～小学生

7/13・27、8/10・24、9/14・2815:15～15:45

☆こわ～い？！おはなし会（小学生）
7/2415:00～16:00事前申込制電話または窓口

◇ちょいトレ（16歳以上の女性）
7/1・15、8/5・19、9/2・16各回先着5組
10:00～10:15、10:20～10:35、10:40～10:55

◇本と、おしゃべりと、「怖いおはなし」（16歳以上）
7/2314:00～16:00事前申込制電話、窓口、HP

◇本と、おしゃべりと、「旅にまつわるエトセトラ」（16歳以上）

9/2314:00～16:00事前申込制電話、窓口、HP 

☆おはなし会（小学生）

7/23、8/6・27、9/3・2414:00～14:30

☆赤ちゃんおはなし会（乳幼児とその保護者）
7/3・7、8/4、9/1・410:30～10:50

☆英語おはなし会（小学生以下の子どもと保護者）

7/17、8/21、9/1810:30～11:00

☆映画会・工作教室（小学生）
7/9、8/13、9/1015:30～16:30

☆七夕おはなし会（小学生）
7/215:30～16:30

☆怖いおはなし会（小学生）
8/1010:30～11:00

☆なつやすみ宿題アシストin図書館（小学生）
8/1～8/2513:00～17:00
問診表を書いてもらい、読書感想文や調べ学習などに使うおススメの本を、

一緒に探します。

※ 「なつやすみ宿題アシストin図書館」以外はすべて事前申込制

鹿浜図書館

住所：舎人1-3-26電話番号：3857-0771

住所：花畑4-16-8電話番号：3850-2601

住所：保塚町7-16電話番号：3858-1553

住所：鹿浜6-8-1電話番号：3857-6551

住所：江北3-39-4電話番号：3890-4488

住所：東和3-12-9電話番号：3628-6203
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イチオシ

イチオシ

イチオシ

イチオシ

イチオシ
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イチオシ



やよい 図書館

☆あかちゃんおはなし会（0～3歳）
7/21、8/18、9/15 10:30～10:50、11:00～11:20
7/28、8/25、9/22 11:00～11:20

〇親子おはなし会～プチリトミック～（2歳～3歳）

7/15、8/12、9/16 11:00～11:30

〇親子おはなし会～プチビクス～（0歳～1歳）

7/4、8/1、9/5 11:30～12:00

〇親子おはなし会～プチ体操～（3歳～小学生）

7/16、8/20、9/17 15:00～16:00

〇親子工作会（幼児～小学生）

9/25 15:00～15:30

☆おはなし会（幼児～小学生）
7/13・27、8/10・24、9/14 15:30～16:00

☆夏のスペシャルえいが会（幼児～）
8/27 15:00～16:00

☆たなばたおはなし会（幼児～小学生）
7/6 15:30～16:30
たなばたにぴったりの絵本の読み語りや、織姫と彦星のお話をパネルシアター

で行います♪ ぜひお越しください☆

☆こわ～いおはなし会（幼児～小学生）
8/28 15:00～15:30、15:45～16:30

☆わくわく！科学おはなし会（幼児～小学生）
9/28 15:30～16:30

◇俳句と短歌のサロン（どなたでも）
7/17、8/21、9/18 14:00～16:00

◇声を出してよむ古典～源氏物語～（16歳以上）
7/14、8/11、9/8 14:00～16:00

◇中高生ティーンズボランティア（中高生）
8/2 13:30～16:30

※ すべて事前申込制

興本 図書館

☆おはなし会（幼児～小学生）

7/13・20、8/10・17、9/21 15:30～16:00

☆赤ちゃんおはなし会
7/5、8/2・16、9/6 （1歳半～3歳） 10:30～10:50

（0歳～1歳半） 11:10～11:30

☆映画会（幼児～小学生）
7/31、8/28、9/25 13:30～14:00

☆バイリンガルおはなし会（小学生以下とその保護者）
7/30 11:00～12:00 9/11 13:00～14:00
事前申込制 電話または窓口
7月分は6/1から、9月分は8/1からそれぞれ受付開始

☆おきもと夏の涼体験＆恐怖のおはなし会（小学生以下とその保護者）

8/11 11:00～11:45 定員10組
事前申込制（先着順） 電話または窓口 8/7から受付開始
こわいおはなし会で暑さをふきとばそう！
おはなし会のあとに打ち水を行います。

◇朗読会（16歳以上）

7/2、9/3 13:30～15:00

竹の塚 図書館

☆おはなし会（幼児～小学生）

7/6・20、8/3・17、9/7・21 15:30～16:00
事前申込制 電話または窓口

☆あかちゃんおはなし会（0～3歳の子どもとその保護者）
7/6・20、 8/3・17、9/7・21 事前申込制 電話または窓口
10:00～10:30、10:40～11:10

〇親子ヨガ（0～3歳の子どもとその保護者）
7/20、8/17、9/21 10:30～11:00、11:10～11:40

☆映画会
7/30 15:30～16:30

☆こわーいおはなし会（小学生）
8/6 15:00～16:00
事前申込制 電話または窓口

☆トレジャーハンターたけピコ（幼児～小学生）
7/21～8/30
ラリー用紙に書いてある３つのミッションに挑戦しよう！
全部クリアするとプレゼントがもらえるよ！

◇ビブリオバトルワークショップ（小学生以上）
7/30 14:00～15:00 事前申込制 電話または窓口

江南コミュニティ 図書館

☆小学生おはなし会（小学生）

7/6・20、8/3・17、9/7・21 15:30～16:00

☆赤ちゃんおはなし会（0～3歳児とその保護者）
7/20 11:00～11:20

☆ママはちょいトレおはなし会（0～3歳児とその保護者）
9/27 11:00～11:20

〇夏のおやこ映画会（第1部:幼児向け、第2部:小学生向け）
8/7 14:00～15:00

☆家族タイムラインを作ろう（小学生と保護者）
7/24 14:00～15:30 定員10組
詳しくは「イチオシ」を参照

◇牛抱せん夏 月夜の怪談ライブ（16歳以上）
9/3 18:00～19:00 先着20名（事前申込制）
7/26から受付開始 参加費550円

◇「プリマウォーキング」ミニレッスン（2歳～小学生と保護者）
9/10・11 13:30～15:20 当日受付（先着順） ※ 1組15分程度

☆おはなし会（幼児～小学生）

7/13・27、8/10・24、9/14・28 15:30～16:00

☆英語おはなし会（幼児～小学生）
7/16、9/17 15:30～16:00

〇おやこおはなし会（乳幼児と保護者）
7/14・28、8/11・25、9/8・22 10:30～10:50
定員8組

☆映画会（幼児～小学生）
8/21 15:30～16:00

☆みんなでつくろう（幼児～小学生 ※ 未就学児は保護者同伴）
7/16、9/17 14:00～14:30 定員5名（保護者含めず）
事前申込制 電話または窓口
7月分は7/1から、9月分は9/1からそれぞれ受付開始

☆七夕おはなし会（幼児～小学生）
7/3 10:30～11:15
いつもよりスペシャルなおはなし会！七夕にちなんだおはなしの絵本やブラッ

クパネルシアターをします。
最後には短冊にみんなで願い事を書いて笹の葉に飾りましょう♪

◇大人のためのおはなし会（16歳以上）
7/1 14:00～15:30

伊興 図書館

☆…子ども向けイベント ◇…大人向けイベント 〇…親子向けイベント

住所：興野1-18-38 電話番号：3889-0370住所：中央本町3-15-1 電話番号：3852-1433

住所：竹の塚2-25-17 電話番号：3859-9966

住所：伊興2-4-22 電話番号：3857-8501

住所：小台2-4-18 電話番号：3913-0460
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※児童コーナーに、赤ちゃんと一緒でも気兼ねな
く利用できる「あかちゃんタイム」を設定して
います。

足立区では、乳幼児向けの絵本があり、保護
者の交流もできる「子育てサロン」を開設し
ています。
☆詳しくはホームページをご覧ください。

足立区では、子育て相談ができ、保育園の絵
本を借りられる「あだちマイ保育園」を開設
しています。
☆詳しくはホームページをご覧ください。

佐野 図書館

☆おはなし会（幼児～小学生）

7/3・20、8/3・17、9/21 15:30～16:00

☆赤ちゃんおはなし会「はぐ」（乳幼児と保護者）

7/13 11:00～11:20

〇赤ちゃんおはなし会「はぐ」 ＆ 親子でストレッチ体験
（乳幼児と保護者）

8/10 11:00～11:45
おはなし会の後に、親子で簡単にできるストレッチを15分程度体験！

☆えいが会（幼児～小学生）

7/27、8/24、9/28 15:30～16:00

〇赤ちゃんおはなし会「はぐSP」 ＆ 親子でフィットネス体験
（乳幼児と保護者）
8/21 11:00～11:45
おはなし会の後に、親子で簡単にできる体操を15分程度体験！

☆読書感想文ひとりでかけちゃうヒントあるある席（小学生）
7/16～8/30

〇親子でいっしょに楽しむ音読（小学生と保護者）
7/10 10:30～12:00 先着4組 事前申込制 電話・窓口

☆SDGs工作会 ～新聞バッグを作ろう～
（小学生・1～2年生は保護者同伴）
7/17 13:00～14:30 事前申込制 電話・窓口
新聞紙でエコバッグを作ります。カラフルなロゴやうさのさんを貼ってあなた

だけのマイバッグをつくりましょう！

☆調べるちゃれんじ講座（小学生）
7/30 10:30～11:30 事前申込制 電話・窓口

☆防犯防災おはなし会（幼児～小学生）
9/7 15:15～16:00

☆おたのしみ映画会（小学生）
8/28 10:30～11:45

〇ファミリー映画会
8/14 10:30～11:45

◇図書館蔵書検索講座（中学生以上）
7/29、8/31、9/30 15:00～16:00 電話・窓口で申込

◇大人のSDGs工作会（中学生以上）
7/10 13:00～14:30 先着8名 電話・窓口で申込

◇長生き息いきストレッチ（60歳以上）
9/11 10:00～11:00 先着6名 電話・窓口で申込

☆おはなし会（0歳～小学生）
・ 0～3歳

7/14・28、8/11・25、9/8・22 11:30～11:50
・ 幼児～小学生

7/13・20、8/10・17、9/14・21 15:00～15:30

〇ファミリー映画会（幼児～）

7/16、8/20、9/17 15:00～15:30

☆梅田おはなしひろば（幼児～小学生）

7/27、8/24、９/28 15:00～15:30

◇赤ちゃんと楽しむはじめて絵本講座（妊娠中、乳児子育て中の方）

7/10、8/14、9/11 11:00～11:30 定員7組
事前申込制（先着順） 電話または窓口
0～2歳児向けの内容を中心に、子どもとの絵本のかかわり方や選び方など

を、絵本の読み語りやわらべうたと共に紹介します。

☆おはなし会（0歳～小学生）
・ あかちゃん向け
毎週金曜日

0～1歳 11:10～11:25
2～3歳 10:20～10:35
3歳～ 15:00～15:30

・ 小学生向け
毎週水曜日 15:30～16:00

☆映画会（幼児～小学生）

毎週日曜日 14:00～14:30

☆楽しく学ぶSDGsブックチャレンジ（小学生向け）
7/1～8/30 9:00～17:00

☆「図書館を使った調べる学習コンクール」のための調べ方や本の
ご紹介をします
7/1～8/30 9:00～16:30 3階レファレンスカウンター

☆赤ちゃんおはなし会（乳児と保護者）
9/21 10:30～11:00

☆おはなし会（幼児～小学生）

7/9・16、8/6・13、9/3・10・17 14:00～14:30

☆子ども映画会（幼児～小学生）

7/30、8/27、９/24 14:00～14:30

☆七夕おはなし会（幼児～小学生）
7/2 14:00～14:30
詳しくは「イチオシ」を参照

新田コミュニティ 図書館

中央 図書館

梅田 図書館
☆…子ども向けイベント ◇…大人向けイベント 〇…親子向けイベント

住所：梅田7-13-1 電話番号：3840-4646

住所：佐野2-43-5 電話番号：3628-3275

住所：新田2-2-2 電話番号：3912-1767

住所：千住5-13-5 電話番号：5813-3740

イチオシ

イチオシ

イチオシ

イチオシ

イチオシ

図書館名 休館日 あかちゃんタイム※

中央図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12･30

いつでも

伊興図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

木曜日
10:00～12:00

梅田図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

第2木曜日・第2日曜日・
第4木曜日   10:00～12:00

興本図書館
7/19･29、8/15･31、
9/12～16・20･30

第１・３火曜日
10:00～12:30

江南ｺﾐｭﾆﾃｨ図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

火曜日
9:00～13:00

江北図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

金曜日
10:00～12:00

佐野図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12･30

水曜日
9:00～12：00

鹿浜図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12・25～30

いつでも

新田ｺﾐｭﾆﾃｨ図書館
7/11･29、8/8･31、
9/11･30

水曜日
10:00～12:00

竹の塚図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12･30

水曜日
9:00～13:00

東和図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

いつでも

舎人図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･30

いつでも

花畑図書館
7/19･29、8/15･31、
9/20･25～30

金曜日
10:00～12:00

保塚図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12･30

第１・2・3・5水曜日
10:30～12:00

やよい図書館
7/11･29、8/8･31、
9/12･30

水・木曜日
9:00～12:00

★　図　書　館　情　報　★

イチオシ


