イベントすべて

図書館で夏をすずしく楽しもう！

参加無料！

７月１８日(木)～８月１８日（日）
中央図書館

令和元年度

袖ケ浦市立図書館

千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1393-2(昭和小学校となり)

長浦おかのうえ図書館

袖ケ浦市蔵波 634-1(長浦公民館となり)

0438（63）4646
0438（64）1046

夏のトショロ月間
「書庫探検」以外は全て申込み不要です。
「おはなし会」「えほんのへや」「わらべうたで
あそぼう」は時間までにきてくださいね。

図書館のイメージキャラクター

トショロ

中央

はらぺこあおむしの手づくり工作
要予約 7/2（火）～受付

中央

絵本「はらぺこあおむし」を題材にした工作を
します。対象年齢別の 4 種類の工作の中か

書庫探検～誕生日の出来事を調べてみよう！～

ら、自分の好きなものを選んで作ります。開

ふだんは入れない書庫を探検し、新聞縮刷版などを使っ
て自分の誕生日のできごとを調べながら、図書館の本の
使い方を学びます。

7/30（火） 14：00～15：30

催時間内ならいつでもできます。

8/7（水） 13：30～15：30
※受付は 15：00 まで
◆3 歳～小学 6 年生

◆小学生 12 名＋保護者（1～3 年生は保護者同伴）

（保護者も一緒に参加できます）

◆2 階第 1 会議室（集合場所）・2、3 階書庫

◆2 階第 1 会議室

◆申込 中央図書館（63）4646（申込先着順）
中央

おはなしのじかん

中央

昭和中学校図書委員会展示

おはなしと絵本の読みきかせをします。

昭和中学校図書委員会の生徒さんが児童室の飾りつけと、
おすすめ図書の展示を行います。

7/27（土） 8/10（土）

期間 ７/18（木）～8/18 日（日）（トショロ月間期間中）
◆展示場所 児童室

夏休みおはなし会
おはなしと絵本の読みきかせをします。

7/23（火） 8/6（火） 8/13（火） 10：30～11：00
◆2 階視聴覚ホール

希望があれば何回でも行います。

◆4 歳～小学 6 年生◆おはなしのへや

中央

◆4 歳～小学 6 年生

14：00～16：00 の間に

ちょっぴりこわいおはなし会

中央

こわいおはなしばかりのおはなし会です。 長浦

中央 7/30（火） 10：30～11：00
2 階視聴覚ホール
長浦 7/26（金）, 8/16（金）
11：35～12：00 おはなしのへや
◆4 歳～小学 6 年生

中央

中央

長浦

長浦

じぶんでピッ！してみよう

かみのおはなやさん

ふだん図書館の人にしてもらっている本をバーコー

紙で作ったお花をプレゼントします。開催時間内ならいつで

ドでなぞって貸出する作業を体験します。開催時間

も作ってもらえます。

内ならいつでもできます。

長浦 8/ 4（日） 13：00～16：00
中央 8/18（日） 13：00～16：00

長浦 8/ 4（日） 14：30～15：30
中央 8/18（日） 14：00～15：00

◆0 歳～小学生 ◆長浦 児童室/中央 おはなしのへや

◆2 歳～小学生 ◆児童室
中央

長浦

えほんのへや
長浦

蔵波中学校音楽部定期演奏会
蔵波中学校音楽部みなさんが、「ミッションインポッ

てあそびと絵本の読みきかせをします。

中央 8/ 8（木） 11：00～11：15
長浦 8/14（水） 11：00～11：15
◆2、3 歳の子どもと保護者
◆おはなしのへや

シブル」「情熱大陸」のほかディズニー・ジブリ・クラシ
ックなどを演奏します。

7/21（日） 13：30～16：00

マザーグースでてあそび

（開場 13：00）
◆3 階視聴覚室

長浦

マザーグースの大人から子どもまで楽しめる英語の手遊び
長浦

人形劇「ももたろう」

と、関連の絵本の展示を行います。

7/24（水） 13：30～15：30
同じプログラムを２回行います（途中で出入り自由）

おかのうえ人形劇団が、親子で楽しめる人形劇を上
演します。

１回目 13：30～ 2 回目 14：30～
◆0 歳からの子どもと保護者 ◆3 階大会議室

7/28（日） 13：30～14：20
◆3 階視聴覚室 （開場：13：15）

長浦

わらべうたであそぼう
長浦

おはなし会

平川

わらべうたあそびと絵本の読み聞かせをします。

7/20（土） 8/17（土） 11：00～11：30

おはなしと絵本の読み聞かせをします。

◆0 歳からの子どもと保護者 ◆2 階電算室

長浦 7/28（日） 14：25～14：50
8/ 4（日） 14：00～14：25
平川 8/ 2（金） 10：00～10：25

長浦

蔵波中学校美術部の作品展示

◆4 歳～小学 6 年生 ◆平川 平川公民館
◆長浦 おはなしのへや
中央

長浦

開催日

平川

展示期間

2 階視聴覚室

◆1 階市民ギャラリー

子ども映画会

上映時間

会場

8/4（日）12:00～
8/18（日）16:00

場所

上映作品

7 月 23 日

火

11:00～11：30

中央

2 階視聴覚ホール

ウォレスとグルミット～チーズ・ホリデー～

7 月 26 日

金

11:00～11：30

長浦

3 階視聴覚室

こねこのぴっち

8月2日

金

10：30～11：50

平川

公民館 2 階視聴覚室

劇場版ムーミン～南の海で楽しいバカンス～

8 月 10 日

土

13：30～14：05

中央

2 階視聴覚ホール

ウォレスとグルミット～ウォレスとグルミ
ット、危機一髪！～※ひつじのショーンが登場します

8 月 16 日

金

10：30～11：25

長浦

3 階視聴覚室

ぼくは王さま～たまごとめいたんてい～

長浦

なつやすみとしょかんであそぼう

8/1(木)

① 10：30～11：00

② 11：00～11：30

袖高とコラボ！
親子いっしょのおはなし会

わらべうたであそぼうと
えほんのへや

おはなしと袖高生たちによる絵本の読み聞かせ

わらべうた遊びと絵本の読み聞かせをします。

◆4 歳～小学校低学年（保護者も参加可）

◆0～3 歳の子どもとその保護者

◆２階電算室

◆２階電算室

③ 13：30～14：00

④ 14：00～15：00

つくってあそぼう

おおがたえほんとおはなし会

～おりがみで丸ひこうきをつくろう

おはなしと大型絵本の読み聞かせをします。

折り紙に絵をかいて、ふしぎなかたちの

◆4 歳以上（保護者も参加可）

紙ひこうきにして飛ばします。

◆３階大会議室

小さい子から楽しめる工作です。
◆3 歳～小学校 6 年生 ◆３階大会議室
平岡

平川

紙花教室

平岡公民館図書室レファレンスデー

折り紙とストローでかわいい「マーガレット」のお花を

遠くの図書館に行けない人のために、

作ります。

調べ学習のための本の検索と取り寄

講師：工作ボランティア

7/21（日） 13：00～15：00

せを司書がお手伝いします。（取り寄せ

（開催時間中いつでも参加できます。
）

た本は、後日借りに来てください。）

◆小学生（3 年生以下は必ず保護者同伴）

7/19 日（金） 15：00～17：00
◆小学生 ◆図書室カウンター

◆定員 30 名 ◆おはなしのへや

根形

全館

すきすき絵本タイム

おしえて！きみのすきな本

乳幼児への個別の絵本の読み聞かせ

備え付けの用紙におすすめする本の事を書いて

7/18（木） 10：00～12：00

箱に入れてください。図書館内に掲示します。

◆0 歳からの子どもと保護者 ◆ふれあい読書コーナー

全館

宿題おたすけコーナー

7/18（木）～8/18（日）
掲示期間 7/18（木）～8/29（木）
募集期間

◆0 歳からの子どもと保護者
◆市内図書館・図書室

夏休みの宿題に役立つ工作、調べ学習、読書感想文に
ついての本を集めたコーナーを設置します。
設置期間

7/2（火）～8/29（木）

◆市内図書館・図書室

＊トショロカードを集めよう！＊
「おはなし会」
「子ども映画会」に参加
すると１枚もらえます。５枚集めて
すてきなプレゼントをもらおう！

令和元年度

袖ケ浦市立図書館

夏のトショロ月間
7/18 木

7/19 金

7/20 土

根形

平岡

長浦
長浦

7/21 日
平川

カレンダー

10：00～12：00 すきすき絵本タイム

トショロカードがもらえます！

8/3 土
13：00～16：00 かみのおはなやさん

15:00～17：00
平岡公民館図書室レファレンスデー
11：00～11：30 わらべうたであそぼう
13：30～16：00 (開場 13：00)
蔵波中学校音楽部定期演奏会
13：00～15：00 紙花教室

7/22 月

★のついているイベントは

休館日

8/4 日

長浦

14：00～14：25 おはなし会★
14：30～15：30 じぶんでピッ！してみよう

8/5 月

休館日

8/6 火

中央

8/7 水

中央

8/8 木

中央

10：30～11：00 夏休みおはなし会★
13：30～15：30
はらぺこあおむしの手づくり工作
11：00～11：15 えほんのへや

10:30～11：00 夏休みおはなし会★
7/23 火

中央

11:00～11：30 子ども映画会「ウォレスと

毎日あついなあ。でも

8/9 金

図書館ならすずしいよ！

グルミット～チーズ・ホリデー～」★

7/24 水

7/25 木

長浦

中央

①13：30～14：30/②14：30～15：30

マザーグースでてあそび
13：15～16：15 調べ学習相談会
(主催：総合教育センター）

13:30～14：05 子ども映画会「ウォレスとグル
8/10 土

中央

14：00～16：00 おはなしのじかん★
8/11 日

調べ学習ラストスパート！
本は一人 15 冊かりられます。

11：00～11：30
7/26 金

長浦

ミット～ウォレスとグルミット、危機一髪！～」★

子ども映画会「こねこのぴっち」★
11：35～12：00

8/12 月

祝日開館

ちょっぴりこわいおはなし会★
7/27 土

中央

7/28 日

長浦

14：00～16：00 おはなしのじかん★
13：30～14：20 人形劇「ももたろう」
14：25～14：50 おはなし会★

7/29 月

休館日

8/13 火

中央

10：30～11：00 夏休みおはなし会★

8/14 水

長浦

11:00～11：15

8/15 木
10：30～11：25 子ども映画会

10：30～11：00
7/30 火

中央

ちょっぴりこわいおはなし会★

8/16 金

長浦

14:00～15:30 書庫探検（要予約）
7/31 水

8/1 木

月末館内整理日（休館）

長浦

10：30～15：00
なつやすみとしょかんであそぼう★

えほんのへや

「ぼくは王さま～たまごとめいたんてい～」★
11：35～12：00
ちょっぴりこわいおはなし会★

8/17 土

長浦

8/18 日

中央

11：00～11：30 わらべうたであそぼう
13：00～16：00 かみのおはなやさん
14：00～15：00 じぶんでピッ！してみよう

10：00～10：25 おはなし会★
8/2 金

平川

10：30～11：50 子ども映画会「劇場版ム
ーミン 南の海で楽しいバカンス～」★
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