令和４年度

袖ケ浦市立図書館

夏のトショロ月間

イベント一覧に掲載されているイベントは
すべて事前に申込みが必要です！

イベント一覧

7月16日 土 中央 14：00～14：30 おはなし会★

（予約 6/15～）

7月17日 日 中央 10：30～12：00 図書館でブックスタート

（予約 7/1～）

7月19日 火 中央 10：30～11：00 夏休みおはなし会★

（予約 6/15～）

７月21日 木 根形 10：00～12：00 すきすき絵本タイム

（予約 7/1～）

7月22日 金 長浦 10：30～11：00 夏休みおはなし会★
7月24日 日 平川

（予約 6/15～）

13：30～13：55 みんなでたのしいぬりえ教室

（予約 6/15～）

14：00～14：30 おはなし会★

（予約6/15～）

7月26日 火 中央 10：20～11：00 ちょっぴりながいおはなし会 ★

（予約 6/15～）

7月30日 土 長浦 14：00～14：30 おはなし会★

（予約 7/1～）

8月2日

火 中央 10：30～11：00 夏休みおはなし会★

（予約 7/1～）

8月4日

木 中央 10：30～10：50 おひざにだっこのおはなし会

（予約 7/1～）

なつやすみとしょかんであそぼう

（予約 7/1～）

8月5日

金 長浦

9：50～10：20 子ども映画会「おしゃべりなたまごやき・おうさまタクシー」 ★
10：30～11：00 袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会★
14：00～14：40 英語でおはなし会！★

8月7日

日 長浦 14：00～14：30 おはなし会★

8月9日

火 中央

（予約 7/1～）

10：30～11：00 えほんのひろば★
11：05～11：30 子ども映画会★

（予約 7/1～）
（予約 7/1～）

8月12日 金 長浦 10：30～11：00 ちょっぴりこわいおはなし会★

（予約 7/15～）

8月13日 土 中央 14：00～14：30 おはなし会★

（予約 7/15～）

8月16日 火 中央 10：30～12：00 図書館でブックスタート

（予約 8/2～）

★…「トショロカード」がもらえるイベントです。５枚集めるとプレゼントがあります。
※当日、定員に空きがある場合は、予約していない方や保護者の方も参加できます。

来館される皆様への願い
37.5度以上の発熱がある 軽
度であっても咳の症状がある
など、体調がすぐれない場合
は来館をご遠慮ください。

来館の際は
マスクの着用を
お願いします。

石けんやアルコー
ル消毒液を使用し
てのこまめな手洗
をお願いします

感染防止のため
間隔を空けて並
んでください。

新型コロナウイルスの感染状況によっては、
中止・延期になる場合があります。
最新の情報は図書館のホームページやツイッターで確認してください。
ホームページの

メールマガジンの

ツイッターの

QRコード

QRコード

QRコード

イベントすべて

トショロと夏を楽しもう！
中央図書館 袖ケ浦市坂戸市場1393－2（昭和小学校となり）

令和４年度
袖ケ浦市立図書館

参加無料！
0438（63）4646

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（64）1046
平川図書館 袖ケ浦市横田115-1（平川公民館３階）

0438（75）7392

夏のトショロ月間
７月１６日(金)～８月１７日(火)
７月１５日(金)～８月１６日(火)
おしえて！きみのすきな本

全館

備え付けの用紙におすすめする本の事を書いて箱
に入れてください。図書館内に掲示します。
募集期間

7/15（金）～8/16（火）

掲示期間

7/15（金）～8/30（火）

トショロからの挑戦状

根形・平岡

カウンターに「今日のミッション」（例：おばけの本３冊を
探せ！）を掲示します。図書室内でミッションを行って
ください。できた人には記念品を差し上げます。
ひとり1日1回参加できます。

◆0歳からの子どもとその保護者
◆市内図書館・図書室

期間 7/15(金)～8/16(火)

宿題おたすけコーナー

全館

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。
期間

◆０歳～小学６年生の子どもと
その保護者
◆根形・平岡公民館図書室
※図書室専任職員在室日のみ実施

7/1（金）～8/30（火）

◆市内図書館・図書室

昭和中学校図書委員会
おすすめ図書展示

中央

◆中央図書館 ラウンジ

ボランティアが１組ずつ
絵本の読みきかせをします。

根形

◆０～６歳の子どもとその保護者
◆定員 ８組（各２組）
当日空席があれば予約していない方も参
加できます。
◆ふれあい読書コーナー

◆中央図書館 児童室

「すみれとあり」をヒントに、植物の本を読んで
紙芝居を作りました。
期間 7/20（水）～8/16（火）

7/1～受付

7/21（木） 10：00～12：00 30分ごとに4枠

昭和中学校図書委員会の生徒が児童室の
飾りつけと、おすすめ図書の展示を行います。
期間 7/15（金）～8/30（火）

昭和小学校２年生作品展示

すきすき絵本タイム

中央

蔵波中学校美術部の作品展示

長浦

蔵波中学校美術部の生徒の作品展示を
行います。
期間 7/30（土）13：00～8/13（土）15：00

◆長浦おかのうえ図書館 １階 市民ギャラリー

おはなし会

〇各イベントの定員は保護者を含む申し込み
先着順です。
〇予約は開催館で受付開始日の 9時30分より
受付を開始します。

中央

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 １２名
◆２階第１会議室

〇申込は、原則電話での受付です。

時間 14：00～14：30

〇受付時に氏名・電話番号・２週間以内の
渡航歴の有無をお伺いします。（開催日の

開催日

予約受付

２週間以内に渡航歴 がある方はご参加いただけ

７/１６(土)

6/15(水)～

ません）

8/1３(土)

7/15(金)～

〇予約時に取得した個人情報は、感染症拡大
の予防のため、必要最小限の範囲で保健所
等の公的機関へ提供する場合があります。
また、各イベント終了後2か月経過を目途に
廃棄します。
〇参加時はマスクの着用をお願いします。
ただし、３歳未満は必須ではありません。
…トショロカードがもらえるイベントです

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 １２名
◆２階第１会議室

予約受付

７/１９(火)

６/15(水)～

8/２(火)

7/１(金)～

ちょっぴりながいおはなし会

6/15～受付

中央

◆小学３年生～大人
◆定員 ２０名
◆２階視聴覚ホール

8/4（木） 10:30～10：50
◆０歳からの乳幼児とその保護者
◆定員 １２名
◆２階第１会議室

予約受付

７/１７(日)

７/1(金)～

8/1６(火)

8/2(火)～

7/1～受付

中央

絵本の読み聞かせ

8/9（火） 10:30～11：00
◆３歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 ２0名
◆２階視聴覚ホール

7/26（火） 10：20～11：00

手遊びと絵本の読み聞かせ

◆持ち物 母子手帳
◆定員 １５組 （各３組）
◆２階第１会議室
時間 10：30～12：00 15分ごとに5枠

えほんのひろば

小学３年生から大人まで楽しめるおはなしを、
いつもより長くたっぷりお届けします。

おひざにだっこのおはなし会

ボランティアによる絵本の読み聞かせの後、
ブックスタートパックをプレゼントします。
◆市内在住の１歳未満の子どもと
その保護者

開催日

時間 10：30～11：00
開催日

中央

図書館でブックスタート

※対象の方はどなたでも参加できますが、
パックの配布は一人一回限りです。

中央

夏休みおはなし会

◆２

同日開催

子ども映画会
7/1～受付

中央

7/1～受付

「ピーターラビットとベンジャミンバニーの
おはなし」を上映します。

8/9（火） 11:05～11:30
◆３歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 ２０名
◆２階視聴覚ホール

中央
お

7/1～受付

なつやすみとしょかんであそぼう 長浦
英語絵本の読み聞かせにおはなし、子ども
映画会など。子どもから大人まで一日楽しめます。

夏休みおはなし会

6/15～受付
長浦

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ

8/5（金）
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
※それぞれのイベントに予約が必要です。

7/22（金） 10：30～11：00

子ども映画会

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 １２名
◆３階大会議室

「ぼくはおうさまシリーズ」より、「おしゃべりなたまごやき」と
「おうさまタクシー」の２本を上映します。

9：50～10：20
◆定員 ５０名
◆３階視聴覚室

長浦

おはなし会

親子いっしょのおはなし会

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
定員 １２名
◆３階大会議室

◆

予約受付

７/30(土)

７/1(金)～

8/7(日)

7/１(金)～

おはなしと袖高生による絵本の読み聞かせ

10：30～11：00
◆定員 １２名
◆３階大会議室

時間 14：00～14：30
開催日

袖高とコラボ！

英語でおはなし会！
英語の手遊びと絵本の読み聞かせ

14：00～14：40
7/15～受付

ちょっぴりこわいおはなし会

◆定員 １２名
◆３階大会議室

6/15～受付

長浦

ちょっぴりこわいおはなしと絵本の読み聞かせ

みんなでたのしいぬりえ教室

8/12（金） 10：30～11：00

7/24（日） 13：30～13：55

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 １２名
◆３階大会議室

トショロやお花の絵などのぬり絵をします。

お題の本 ＤＥ ＢＩＮＧＯ！！

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 ８名
◆児童コーナー
◆講師 神田一彦さん
(かみはなボランティア)
※ペンや色鉛筆など筆記用具はご持参ください。

予約不要

平川
本の内容のビンゴゲームです。借りた本の
内容がビンゴのマスに書いてあったら、本を返す時に
スタンプを押します。（スタンプは１日３つまで）。
一列そろったら、記念品を差し上げます。
期間 7/15（金）～8/16（火）
◆中学生まで

◆平川図書館

平川

同日開催

おはなし会

6/15～受付

昔話などの語りと絵本の読みきかせをします。

7/24（日） 14：00～14：30
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者
◆定員 ８名
◆おはなしのへや

平川

