
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

・ 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。

ＰＡＰＡＣ（パパック）

パパにおすすめの本のパック
「ＰＡＰＡＣ（パパック）」あります！

「新しい趣味を見つけたい」「新しいことに
挑戦したい」という方におすすめの本を2
～3冊セットにして貸出します。

江南コミュニティ図書館

■ 2/1（水）～2/27（月）
■ 対象:主にパパ

パパ以外の方も大歓迎！大人
向けの趣味の本を揃えています。

多様性を知るきっかけとなる絵本の読み聞か
せと、ブラインドサッカー選手にお越しいただ
き、実際にプレーを体験します。見えない、見
えにくい世界を想像し、感じるイベントです。

本の貸出・返却、本の紹介など、図書館の仕
事を学びながら体験します。講座修了後は「子
ども司書」として、月1回程度、配架作業や本
の保護フィルム貼りなどの活動をしていただき
ます。

■ ２/2５（土）13:00～14:30（予定）
■ 対象：幼児～小学生とその保護者
■ 電話、窓口にて事前申込

（1/5（木）9時から）、定員5組

■ 3/27（月）、28（火）、4月～7月の
第１土曜日（全６回）13:00～16:00

■ 対象:小学4年生～6年生
■ 電話、窓口にて事前申込

（2/26（日）から）、定員4人

おはなし会
＋室内スポーツ体験

絵本の読み聞かせとブラインドサッカー体験

子ども司書認定講座

司書のお仕事を学んでみませんか。

花畑図書館

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

新田コミュニティ図書館



☆英語おはなし会（幼児～小学生）
1/21、2/18、3/18 15：30～16：00

☆おはなし会（幼児～小学生）
1/11・25、2/8、3/8・22 15：30～16：00

☆みんなでつくろう（幼児～小学生）
1/21、3/18 14：00～14：30 事前申込制：定員5名（保護者含まず）
申込開始：1月分1/5～ 3月分：3/1～

☆こども映画会
3/19 15：30～16：00 定員50名

◇大人のためのおはなし会（16歳以上）
2/3、3/3 14：00～15：30 当日受付：定員10名
ボランティアが、来場者に絵本の読み語りや小説の朗読を行います。
大人でも楽しめる作品をたくさん揃えてお待ちしております。
「聞いて楽しむ大人の読書」豊かな時間を一緒に過ごしませんか？

〇おやこおはなし会（乳幼児と保護者）
1/12・26、2/9、3/23 10：30～10：50 定員8組

☆おはなし会（幼児～小学生）

1/18、2/1・15、3/1・15 15:30～16:00 定員15名

☆映画会（幼児～小学生）

3/18 15:30～16:30 定員20名

☆冬の一日図書館員（小学3～6年生）

2/25 定員各4名

➀10:00～12:00

➁13:30～15:30

☆お正月おはなし会（幼児～小学生）

1/5 15：30～16：00 定員15名
お正月のスペシャルおはなし会！おはなしを読んだ後は工作を行います。
2023年も竹の塚図書館へ！

◇ビブリオバトルワークショップ（小学生以上）

3/18 14:00～15:00 定員5名

○あかちゃんおはなし会（0～3歳とその保護者）

1/5・18、2/1・15、3/1・15 定員各7組

➀10:00～10:30

➁10:40～11:10

※映画会以外はすべて事前申込制：電話または窓口

☆からだあそびのおはなし会（0～3歳）
1/13、2/10、3/10 11：00～11：20

☆おはなし会
・0～3歳
1/27、2/24、3/24 11：00～11：20

・幼児～小学生
1/11、2/8、3/8・29 15：00～15：30

☆小学生こわいおはなし会
1/25、2/22、3/22 15：30～15：45

☆小学生ブックくらぶ
1/18、2/1、3/1・15 15：30～16：00

◇音読広場～図書館で脳トレしよう（概ね60歳以上の方）

2/14 14：00～15：00
事前申込（12/26～） ：定員10名
センター窓口または電話（03-3890-4522）
簡単なストレッチのあと、芥川龍之介『トロッコ』を声に出して読みます。

○ちょこっとカルチャー体験会（小学生と保護者）

1/8、2/12、3/12 10：00～12：00

☆…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

江北 図書館
住所：江北3-39-4 電話番号：3890-4488

伊興 図書館
住所：伊興2-4-22 電話番号：3857-8501

竹の塚 図書館
住所：竹の塚2-25-17 電話番号：3859-9966

☆ニンジャになろう！（小学生）
1/15 13：30～15：00 事前申込制：定員20名
江戸時代の判じ絵や、福笑いなどの昔あそびをして、ニンジャのセンスを
みがくのじゃ！参加したものには、三つの奥義をさずけよう。奥義を習得した
者には「免許皆伝の書」を進呈する。

☆おはなし会（幼児～小学生）

1/18、2/1・15、3/1・15 15：30～16：00 定員25名

☆えいが会（幼児～小学生）

1/25、2/22、3/22 15：30～16：00 定員70名

◇エンジョイ！朗トレ（中学生以上）

1/15 10：30～12：00 事前申込制：定員6名

◇図書館蔵書検索講座（中学生以上）

1/31、2/28 15：00～16：00 事前申込制：定員2名

○赤ちゃんおはなし会「はぐ」（乳幼児と保護者）

1/11、2/8、3/8 11：00～11：20 定員6組

○ふれあいおはなし会「はぐSP」
2/26 11：00～11：30 定員6組

佐野 図書館
住所：佐野2-43-5 電話番号：3628-3275

イチオシ

イチオシ

イチオシ

舎人 図書館
住所：舎人1-3-26 電話番号：3857-0771

☆おはなし会（4歳～小学生）

1/11・25、2/8・22、3/8・22（各水曜） 15：15～15：45 定員15名

☆ぬいぐるみおとまり会（4歳～ ご家族と離れても大丈夫なぬいぐるみさん）

2/18～19 【集合】2/18 15：00～16：00 【お迎え】2/19 15：00
事前申込制：定員10組

◇ちょいトレ！（16歳以上の女性〈お子さま同伴可〉）

1/6・20、2/3・17、3/3・17
10：00～10：15、10：20～10：35、10：40～10：55
定員各5人（各回入替制）

◇本と、おしゃべりと（どなたでも）

テーマ『2022年を振り返る』
1/9 14：00～16：00 事前申込制：定員10名

○赤ちゃんおはなし会
1/5・12・19、2/2・9・16・23、3/2・9・16・23（各木曜） 定員各15組

・ 2～4歳 10：30～10：50 
・ 0～2歳 11：00～11：20

○知って安心！親子で学ぶネットのルール（小学5年～中学3年と保護者）
2/12 14：00～15：30 事前申込制：定員10組20名
SNS、ソシャゲ課金、著作権、個人情報保護…スマホやパソコンでインターネッ
トを使うときに気を付けたいルールについて行政書士がお話します。

イチオシ

イチオシ

☆おはなし会（幼児～小学生とその保護者）

1/7・14・21、2/4・11・18、3/4・11・18
14：00～14：30 定員10名

☆映画会＋室内スポーツ体験（幼児～小学生とその保護者）

3/25 14：00～14：30 定員5組

☆おはなし会＋室内スポーツ体験（幼児～小学生とその保護者）

2/25 13：00～14：30（予定）
1/5 9時より図書館カウンター、電話にて受付：定員5組
詳しくは「イチオシ」参照

☆工作おはなし会（幼児～小学生とその保護者）

1/28 14：00～14：30 定員5組

○おやこおはなし会＋簡単な体操（乳児と保護者）

1/18・2/15・3/15 10：30～11：00 定員10組

住所：新田2-2-2 電話番号：3912-1767

イチオシ

新田コミュニティ 図書館



☆おはなし会（4歳～）

1/15、2/1・8・19、3/1・8・19 15：00～15：30

☆英語おはなし会（4歳～）

1/18、2/15、3/15 15：00～15：30

☆おはなし会とむかしあそび（4歳～）

1/11 15：00～16：00
おはなし会のあとに、ふくわらい、けんだま、かみずもうなど伝統的なあそび
をおこないます。何をするのかは当日のお楽しみ！

☆あだち環境かるた大会（小学1～4年生）

1/22 13：00～15：00
事前申込制：定員12名

◇ほつかミニ図書館
1/22、3/26 13：00～15：00

○あかちゃんおはなし会（0～3歳）

1/25、2/22、3/22 10：30～10：50、11：00～11：20
事前申込制：定員各回9組

1月分は1/5
2月分は2/2
3月分は3/2から受付開始

☆…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
住所：保塚町7-16 電話番号：3858-1553

イチオシ

興本 図書館
住所：興野1-18-38 電話番号：3889-0370

☆おはなし会（幼児～小学生）
1/11・18、2/8・15、3/8・15 15：30～16：00

☆映画会（幼児～小学生）
1/29、2/26、3/26 13：30～14：00

☆「オッキー＆おきりんのひとコマ劇場」第２弾
配布期間：3月1日～30日
イラストに対して、吹き出しや絵を自由に付け足して面白いエピソードにして
ください。応募してくれた作品は館内に貼り出します。

◇朗読会（16歳以上）

2/4、3/4 13：30～15：00

○あかちゃんおはなし会
1/17、2/7・21、3/7・21
・ 0歳～1歳半 11：10～11：30
・ 1歳半～3歳 10：30～10：50

○バイリンガルおはなし会（小学生以下の子どもと保護者）

2/4 11：00～12：00
1/4から興本図書館窓口及び電話にて受付開始

イチオシ

☆おはなし会（幼児～小学生）
1/11・18、2/8・15、3/8・15 15：00～15：30

☆おはなしひろば（幼児～小学生）
1/25、2/22、3/22 15：00～15：30 当日受付：定員50名

☆おはなし会ひよこ（0～3歳）
1/12・26、2/9・23、3/9・23 11：30～11：50

☆ひよこサロン（0～3歳）
1/19、2/16、3/16（毎月第３木曜日） 11：30～12：00
ボランティアの皆さんによる、絵本の読み語りやわらべ歌、手遊び。
お子さんが泣いても大丈夫。皆さんで楽しく参加できるサロンです。

☆ファミリー映画会（幼児～）
1/21、2/18、3/18 15：00～15：30 当日受付：定員50名

梅田 図書館
住所：梅田7-13-1 電話番号：3840-4646

イチオシ

☆おはなし会（4歳～小学生）

1/6・13・20、2/3・10・17、3/3・10・17 15：20～15：50

☆世界を旅するおはなし会（4歳～小学生）

1/28、2/25、3/25 14：30～15：00

☆映画会（4歳～小学生）

1/27、2/24、3/24 15：20～15：50

☆ぬいぐるみおとまり会（4歳～小学生）

1/28 14：00受付
事前申込制（12/26～）：先着6組
28日はおはなし会とぬいぐるみのおとまり、翌29日の13時以降におむかえ
です。

☆子ども司書認定講座（小学4年～6年生）

3/27・28、4月～7月の第１土曜日（全6回） 13：00～16：00
事前申込制（2/26～）：定員４人
詳しくは「イチオシ」参照

◇大人のための絵本サロン（16歳以上）

2/21 14：00～15：30 事前申込制（1/26～）：定員10名

○赤ちゃんおはなし会（0歳～3歳）

1/6・20、2/3・17、3/3・17 10：45～11：05

○子どもと一緒になつかしい生き物に出会うおはなし会
（4歳～小学生とその保護者）

3/19 10：30～11：30 事前申込制：定員６組 会場：桑袋ビオトープ公園

花畑 図書館
住所：花畑4-16-8 電話番号：3850-2601

イチオシ

東和 図書館
住所：東和3-12-9 電話番号：3628-6203

☆赤ちゃんおはなし会（乳幼児）

1/5・19、2/2・16、3/2・16 11:00-11:20
事前申込制：定員15組

☆おはなし会（小学生まで）

1/22、2/26、3/26 11:00-11:30 定員30名

◇無声映画上映会
1/8 15:00-16:20 事前申込制：定員30名
足立区で無声映画上映を専門に行っているマツダ映画社さんのご協力の
もと、無声映画上映会を開催いたします。

○おはなしとボールストレッチ（３～７歳までとその保護者）

1/15、2/19、3/19 11:00-11:30 事前申込制：定員４組

イチオシ

☆小学生おはなし会
1/18、2/1、3/1 15：30～16：00

☆おみくじ本（小学生以下の子ども）

１/4～なくなり次第終了

◇PAPAC（パパック）
2/1～27
詳しくは「イチオシ」参照

◇インナーマッスルを鍛えて姿勢を改善するピラティス（16歳以上の方）

1/29、2/12、2/26、3/12 10：30～11：30 事前申込：先着10名
費用：450円/回

○あかちゃんおはなし会（0～3歳の子どもと保護者）
1/24、2/14、3/22 11：00～11：20

住所：小台2-4-18 電話番号：3913-0460

江南コミュニティ 図書館

イチオシ

☆おはなし会（小学生）
1/7・28、2/4・25、3/4・25 14：00～14：30 定員5名

☆映画＆工作教室（小学生）
1/14、2/11、3/11 15：30～16：30 定員10名

◇図書館で運試しブラックボックス
1/4～1/30
本を借りる際にブラックボックスの中に入れてあるおみくじを引いてみよう。
2023年、あなたの開運本は何かな？

○あかちゃんおはなし会（0～3歳の子どもと保護者）
1/8・12、2/2、3/2・5 10：30～10：50 定員5組

○英語おはなし会（未就学児とその保護者）
1/15、2/19 10：30～11：00 定員10組

鹿浜 図書館
住所：鹿浜6-8-1 電話番号：3857-6551

イチオシ



☆…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

※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。

☆おはなし会（幼児～小学生）

1/11・25、2/8・22、3/8・22 15:30～16:30 定員15名

☆えほんカルタ（幼児～小学生）

1/7 15:00～16:00 定員10名
絵本をカルタの取り札にして、カルタ遊びを楽しみます。
知っているおはなしはいくつあるか、腕試しにぜひ挑戦してください☆

☆冬のスペシャルえいが会（幼児～）

2/25 15:00～16:00 定員15名

☆ぬいぐるみおとまり会（どなたでも）

3/12 15:00～16：00（おはなし会）、3/14 15:00以降（おむかえ）
定員10組

☆イースター英語おはなし会（幼児～小学生）

3/25 15:00～15:30 定員20名

◇俳句と短歌のサロン
1/15、2/19、3/19 14:00～16：00 定員10名

〇あかちゃんおはなし会①（0歳～3歳）

1/19、2/16、3/16 10:30～10:50、11:00～11:20 定員各８組

〇あかちゃんおはなし会②（0歳～3歳）

1/26、2/23、3/23 11:00～11:20 定員３組

○親子おはなし会～プチビクス～（0～1歳）

1/16、2/6、3/6 11:30～12：00 定員5組

○親子おはなし会～プチリトミック～（2～3歳）

1/20、2/10、3/17 11:00～11：30 定員5組

○親子おはなし会～プチ体操～（3歳～小学生）

1/21、2/18、3/18 15:00～16：00 定員15人

○親子工作会（幼児～小学生）

2/26 15:00～16：00 定員15人

※すべて事前申込制

やよい 図書館
住所：中央本町3-15-1 電話番号：3852-1433

イチオシ

☆おはなし会
・あかちゃん向け
毎週金曜日 0歳～1歳 11:10～11:25

2歳～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

住所：千住5-13-5 電話番号：5813-3740

中央 図書館

「わくわく にこにこ 図書の森」
開設しています。

図書館名 休館日 あかちゃんタイム※

中央図書館
1/1～3･16・31、2/13･
28、3/1～10・13・31

いつでも

伊興図書館
1/1～3･16・31、2/20～
25･28、3/20・31

木曜日
10:00～12:00

梅田図書館
1/1～3･16・31、2/20･
28、3/20・31

第2木曜日・第2日曜日・
第4木曜日   10:00～12:00

興本図書館
1/1～3･16・31、2/20･
28、3/20・31

第1・3火曜日
10:00～12:30

江南ｺﾐｭﾆﾃｨ図書館
1/1～3･16・31、2/20･
28、3/20・31

火曜日
9:00～13:00

江北図書館
1/1～3･16・31、2/15～
20・28、3/20・31

金曜日
10:00～12:00

佐野図書館
1/1～3･10・31、2/8～
13・28、3/13・31

水曜日
9:00～12：00

鹿浜図書館
1/1～3･10・31、2/13･
28、3/13・31

いつでも

新田ｺﾐｭﾆﾃｨ図書館
1/1～3･10・31、2/13･
28、3/12・31

水曜日
10:00～12:00

竹の塚図書館
1/1～3･10・31、2/13･
28、3/13・31

水曜日
9:00～13:00

東和図書館
1/1～3･16・31、2/20･
28、3/20・31

いつでも

舎人図書館
1/1～3･16・26～31、
2/20･28、3/20・31

いつでも

花畑図書館
1/1～3･16・31、2/20･
28、3/20・31

金曜日
10:00～12:00

保塚図書館
1/1～3･10・31、2/13･
28、3/13・31

第１・2・3・5水曜日
10:30～12:00

やよい図書館
1/1～3･10・31、2/13･
28、3/13・31

水・木曜日
9:00～12:00

★　図　書　館　情　報　★

子どもと保護者が本と出会い、様々なかたちで楽しめる
場所を提供するため、綾瀬小学校で「わくわく にこにこ
図書の森」を開設しています。

「わくわく にこにこ 図書の森」ポイント

① いろいろな本が読める

子ども向けの絵本や綾瀬小学校所蔵の本、季節
ごとに入れ替わる中央図書館オススメの本など、
様々な本が楽しめます。

② くつろげる空間

寝ころびながら本を読むことができるスペースや
お友だちとお話しながら勉強ができるスペースなど
ほかの区立図書館とは違った特色があります。

③ おはなし会の実施

子どもが楽しめるおはなし会を1日２回（午前１１時

と午後２時）開催しています。また、月２回はボラン

ティア団体さんによるおはなし会を実施しています。

「図書の森」の書架

・ 開設日・時間

土曜日・日曜日・祝日 午前9時～午後5時
※ 開設日の詳細はホームページ

をご覧ください。

・ 利用対象者

小学校、乳幼児とその保護者

※ 区内在住・在学・在勤、その他当区が認めて

いる近隣地区居住の方

※ 保護者の入室は、小学生または乳幼児と同伴

のときのみ


