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時▢ 8／1（月）～10／31（月）場▢ 各図書
館 人▢ 幼児～小学生 内▢ 図書館の本
を40冊読みましょう。10冊ごとにシ
ールをもらい、40冊読み終わったら
プレゼントをお渡しします 申▢ 当日
直接各図書館へ 問▢ 各図書館

時▢ 8／13（土）10：00～、14：00～ 場▢
亀戸図書館（亀戸7-39-9）および教育
センター（東陽2-3-6）人▢ 幼児～小
学生（幼児は保護者同伴）亀戸図書館
各回6組、教育センター各回15組（抽
選）締▢ 7／29（金）必着 申▢ 往復はが
きに①イベント名②郵便番号・住所
・電話番号③参加する方全員の氏名

（ふりがな）④こどもの年齢⑤希望の
会場⑥希望の時間を記入し、〒136-
0076南砂6-7-52深川図書館（江東図
書館内）へ郵送☎6666-0557、℻3643
-0067

時▢ 8／28（日）14：00～15：30 場▢ 教育
センター1階大研修室（東陽2-3-6）
人▢ 区内在住の方50人程度（抽選）
内▢ お子さんに絵本を読んであげた

いけど、どんな絵本がいいのか、ど
んな読み方をすればいいのかお悩み
の方、ぜひご参加ください。一時保
育はありません 師▢ 熊谷裕紀子（読
み聞かせインストラクター）締▢ 8／
10（水）必着 申▢ 往復はがきに①イベ
ント名②郵便番号・住所・電話番号
③氏名（ふりがな）④こども連れの方
はこどもの氏名・年齢・人数⑤読み
聞かせの際の悩みや質問を記入し、
〒136-0076南砂6-7-52深川図書館

（江東図書館内）へ郵送☎6666-0557、
℻3643-0067

1．バランストンボで大実験
時▢ 8／16（火）14：00～ 人▢ 幼児～小

学生6組（申込順）※1組3人まで※幼
児は保護者同伴 内▢ 不思議なバラン
スでゆらゆら揺れるバランストンボ
を作って、実験に挑戦します。自由
研究にもおすすめです
2．こわ～いおはなし会
時▢ 8／23（火）①15：30～②16：30～
人▢ ①幼児②小学生各回10組程度

（申込順）※1組3人まで※幼児は保護
者同伴 内▢ 幼児向けのちょっぴりこ
わいおはなし会と小学生向けのこわ
いおはなし会です
※いずれも 場▢ 江東図書館1階鑑賞
室（南砂6-7-52）申▢ 1は8／1（月）、2
は8／15（月）9：00から江東図書館に電
話または窓口で

1．読書感想文講座
時▢ 8／6（土）14：00～16：00 人▢ 小学

生以上の親子10組（申込順）内▢「シ

全館
読書スタンプラリー

図書館合同企画・夏の工作会 
「きみだけの空気砲をつくろう！」

読み聞かせ講座「絵本好き？ 
～家庭での読み聞かせのコツ」

江東図書館 
☎3640-3151、℻3615-6668

東陽図書館 
☎3644-6121、℻3615-6669

ナリオを描く技術で身につく読書感
想文の書き方」がテーマの講座です
師▢ シナリオセンター 締▢ 8／5（金）

2．中高生のためのキャリアセミナ
ー
時▢ 8／7（日）14：00～16：00 人▢ 中学

生～高校生20人（申込順）内▢ 読売新
聞社から講師を招き、中高生とキャ
リア、生き方や仕事をテーマにした
講座です 師▢ 読売新聞社
3．夏休み映画会「ポノック短編劇場　
ちいさな英雄」
時▢ 8／11（木・祝）14：00～16：00 人▢

どなたでも50人（申込順）内▢ スタジ
オポノックの短編作品「ちいさな英
雄」の上映会です 締▢ 8／10（水）
4．こどものための法律講座
時▢ 8／27（土）14：00～16：00 人▢ 小学

生以上の親子10組（申込順）内▢ こど
もに関わりのある法律をテーマに、
友達同士のルールや、法律を味方に
できることについて学べる講座です
※いずれも 場▢ 教育センター（東陽2
-3-6）※1・2・4は第2研修室、3は大
研修室 申▢ 1・2・3は7／16（土）から、
4は7／26（火）から東陽図書館に電話
または窓口で

時▢ 7／30（土）14：00～15：30 場▢ 豊洲
図書館おはなしのへやキッズ（豊洲2
-2-18豊洲シビックセンター11階）
人▢ 小学生以上20人（申込順）内▢ こ

の夏豊洲図書館にマグロ市場が登場。
マグロのせりやおいしいマグロの選
び方などマグロづくしの講座です
申▢ 7／22（金）9：00から豊洲図書館に

電話または窓口で

1．図書館クイズラリー「しのにゃあ
船長からの挑戦状」
時▢ 7／21（木）～8／31（水）人▢ 幼児～

小学生 内▢ 児童コーナーを回って、
しのにゃあ船長の暗号を見つけまし
ょう。目指せクイズ全問正解 申▢ 当
日直接東雲図書館窓口へ
2．1日司書体験「今日だけぼくらは
こども司書！」
時▢ 8／1（月）・5（金）・12（金）9：30～、

13：00～ 人▢ 小学校3～6年生各回3人
（申込順）内▢ こども司書体験を開催
します。図書館のお仕事を一緒に体
験してみませんか 申▢ 7／22（金）9：00
から東雲図書館に電話または窓口で
※いずれも 場▢ 東雲図書館（東雲2-7
-5-201）

1．工作でSDGs ！ペットボトル風
鈴をつくろう
時▢ 8／5（金）14：00～ 内▢ ペットボト

ルを材料にした風鈴を作る工作会で
す。SDGsやエコ工作をテーマにし
た本の紹介もします
2．おばけのおはなし会

豊洲図書館 
☎3536-5931、℻3532-5075　 
豊洲市場出前講座第3弾　 
みんなだいすき！豊洲市場の
マグロばなし

東雲図書館 
☎3529-1141、℻3529-1144

古石場図書館 
☎5245-3101、℻5245-3104

時▢ 8／24（水）15：00～、15：40～ 内▢
妖怪や幽霊が出てくるちょっとこわ
い絵本の読み聞かせをするおはなし
会を開催します
※いずれも 場▢ 古石場図書館（古石
場2-13-2）人▢ 幼児～小学生とその
保護者各回15人（申込順）申▢ 7／21

（木）9：00から古石場図書館に電話ま
たは窓口で

1．調べる学習基本講座
時▢ 7／30（土）14：00～15：30 人▢ 小学

生12人（申込順）内▢ 1人1つのテーマ
を、図書館にある百科事典を使って
図書館のスタッフと一緒に調べてみ
ましょう
2．こども記者講座
時▢ 8／27（土）14：00～15：30 人▢ 小学

生18人（申込順）内▢ 読売新聞社の記
者からお話を聞いたあと、自分でも
取材して記事を書いてみましょう
※いずれも 場▢ 総合区民センター7
階第2会議室（大島4-5-1）申▢ 1は7／
16（土）9：00から、2は8／13（土）9：00
から城東図書館に電話または窓口で

1．えいごでおはなし会
時▢ 7／30（土）11：00～11：30 人▢ 幼児

～小学生20人程度（先着順）内▢ 英語
を使って、歌や絵本・パネルシアタ
ーなどを楽しむおはなし会です。え
いごでおはなし会オリジナルのプレ
ゼントもあります
2．夏休み工作会
時▢ 8／20（土）10：00～12：00 人▢ 幼児

～小学生40人程度（先着順）内▢ ひも
に色々な飾りをつけて、つるして飾
るガーランドを作ります
※いずれも 場▢ 亀戸図書館（亀戸7-
39-9）申▢ 当日直接会場へ

城東図書館 
☎3637-2751、℻3637-3122

亀戸図書館 
☎3636-6061、℻3636-6010

時▢ 7／21（木）場▢ 砂町図書館（北砂5
-1-7）人▢ 幼児用15袋、低学年用15袋、
高学年用10袋（先着順）内▢ 幼児・低
学年・高学年別におすすめの本を3
冊ずつ福袋に入れて貸し出しします。
さまざまな本との出会いをお楽しみ
ください 申▢ 当日直接会場へ

時▢ 8／7（日）①13：00～ ②14：00～
場▢ 東大島図書館（大島9-4-2-101）
人▢ 各回5組まで（1組3人程度）内▢

①少しこわいお話②とてもこわいお
話 申▢ 7／26（火）9：00から東大島図書
館に電話または窓口で

時▢ 7／26（火）～8／30（火）の毎週火・
金 曜 9：00 ～ 10：00、14：00 ～ 15：00
場▢ こどもプラザ図書館（住吉1-9-

8）人▢ 小学生 内▢ 夏休みの宿題にお
困りの方、図書館のスタッフが宿題
につかう本探しのお手伝いをします
申▢ 当日直接会場へ

砂町図書館 
☎3640-4646、℻3640-4610　 
夏休みお楽しみ福袋

東大島図書館 
☎3681-4646、℻3681-4810　 
こわ～いおはなし会

こどもプラザ図書館 
☎5600-3885、℻5600-3886　 
夏休み　しゅくだいおたすけ隊

　図書館では、夏休みに各種イベントやおはなし会を開催します。参加
費はいずれも無料ですのでぜひお越しください。

▲ 講座・イベント 
申込ホームページ

8月の環境学習講座
時▢  内▢ 下表のとおり 場▢ えこっくる江東（潮見1-29-7）ほか
人▢ 区民を優先し抽選。当選者のみに7月下旬から8月上旬の

おはなし会などの催しが
盛りだくさん
おはなし会などの催しが
盛りだくさん

講座名 日程 内容 費用 対象
世界に1枚だけ！
牛乳パックから
夏のメッセージ
カード作り

8／3（水）
10：30～12：00

紙パックを再生紙にするリサイクルに
挑戦。アサザ・ツユクサ・アサガオな
どを加え、手作りの夏色あふれるカー
ドにします 師▢区職員

無料 小学生1人と保護
者1人で4組8人

夜の生きものた
んけん隊～猿江
恩賜公園編～

8／10（水）
16：30～19：00

昼間は見ることのできない生きものを、
夕暮れ～夜にかけて観察します 場▢ 猿
江恩賜公園 師▢佐々木洋（プロ・ナチュ
ラリスト）

無料
年長～小学生1人
と保護者1人で10
組20人

水辺の生きもの
調査隊シリーズ
～プランクトン
を調べよう～

8／13（土）
10：00～12：00

「プランクトンネット」を自分たちで作
り、えこっくる江東周辺の運河でプラ
ンクトンを捕まえて顕微鏡で観察しま
す 師▢ 大原庄史（NPO法人生態教育セ
ンター）

無料
小学3年生以上16
人（小学生は要保
護者同伴）

親子でマグネシ
ウム燃料電池カ
ー工作

8／14（日）
10：00～12：00

マグネシウム燃料電池を学んで、これ
を載せたミニカー（全長約7cm）も作
ります 師▢クリーンエネルギー江東

1組
1,000円

小学3～6年生1人
と保護者1人で8組
16人

親子で円形座布
団作り

8／20（土）
13：30～16：00

リサイクル綿を使って円形座布団（直
径45cm）を作ります。布団の手入れ方
法や5Rについても学びます 師▢ふとん
リサイクル推進協議会

1組
700円

小学4～6年生1人
と保護者1人で7組
14人

親子でソーラー
カー工作

8／21（日）
10：00～12：00、
13：30～15：30

小さな太陽電池を載せたソーラーモー
ターカー（全長約20cm）を作って走ら
せます 師▢クリーンエネルギー江東

1組
1,500円

小学3～6年生1人
と保護者1人で各
回8組16人

※会場について特に記載のない講座は、えこっくる江東（潮見1-29-7）が会場です。
※特に記載のない講座は、対象者以外の方（幼児等）の入室（参加）はできません。

間に通知※定員の3割に満たない場合は講座を中止します 締▢ 7／20（水）必着 申▢ 区
ホームページまたはえこっくる江東へ郵送（封書、はがき等）または窓口で※申込方
法の詳細は区ホームページをご覧ください☎3644-7130、℻3644-7135※月曜は休館

図 書 館 夏 休 み イ ベ ン ト図 書 館 夏 休 み イ ベ ン ト


