
日時｜7 月 23 日(土)・7 月 24 日(日) 10:00～12:00 

場所｜栃木図書館 2 階会議室 

対象｜小学 3 年生以上 定員｜15 名 

内容｜2 日間の連続講座、夏休みの課題に合わせて指導 

持物｜習字道具一式  講師｜大塚昌峰氏 

申込｜栃木図書館カウンターまたは電話にて受付中 

日時｜7 月 30 日(土) 13:30～15:30 

8 月 6 日(土) 10:00～12:00 

場所｜栃木図書館 2 階会議室 

対象｜小学生 定員｜20 名 講師｜毛塚辰幸氏 

内容｜2 日間の連続講座、感想文の書き方指導と添削 

持物｜感想文を書きたい本、筆記用具 

申込｜栃木図書館カウンターまたは電話にて受付中 

日時｜7 月 31 日(日) ①10:30～②14:30～ 

場所｜栃木図書館 2 階会議室 

対象｜どなたでも(小学校 2 年生以下は保護者同伴) 

定員｜各 20 名 費用｜110 円(材料費) 

内容｜工作キットでオリジナル灯篭作ろう！ 

申込｜栃木図書館カウンターまたは電話にて受付中 

 

日時｜8 月 4 日(木)・8 月 18 日(木) 18:30～19:15 

場所｜栃木図書館 正面玄関右側駐車場 

対象｜どなたでも(小学生以下は保護者同伴) 

定員｜当日先着 15 名程度 

内容｜暑さを忘れるような夏のこわ～いおはなし会 

日時｜８月 4 日(木)・6 日(土)・７日(日) 

場所｜栃木図書館 1 階フロア内 

対象｜小学生以下 定員｜先着 70 名 

内容｜クイズを解いておばけのしおりをもらおう！ 

 

期間｜7 月 23 日(土)～8 月 31 日(水) 

場所｜1 階貸出カウンター 対象｜幼児～小学生 

内容｜スタンプ 3 つで先着 30 名に雑誌の付録をプレゼント! 

付録が終わってしまっても、参加賞がもらえるよ。 

日時｜7 月 24 日(日) 14:00～16:00 

場所｜都賀図書館 2 階視聴覚室 

講師｜毛塚辰幸氏 定員｜10 名(保護者同伴必須) 

持物｜筆記用具、感想文を書きたい本(2 冊) 

申込｜都賀図書館カウンターまたは電話にて受付中 

日時｜8 月 14 日(日) 17:30～18:30 

内容｜「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with コズミックフロント☆NEXT」  

場所｜都賀図書館 2 階視聴覚室 

定員｜当日先着 15 名程度(保護者同伴必須) 

期間｜7 月 23 日(土)～8 月 31 日(水) 

場所｜図書館西方館館内 対象｜幼児～小学生 

内容｜館内に隠されたクイズをみつけて答えてね！ 

隠し場所は毎週かわるよ 

日時｜8 月 5 日(金)・12 日(金)・19 日(金)・26 日(金) 

16：00～16：30 

場所｜図書館西方館児童コーナー 

   26 日(金)のみ西方公民館 1 階会議室 

対象｜幼児～小学生 

内容｜夏の夕方にぴったりな紙芝居はいかが？ 

最終日(26 日)はスペシャル DAY！ 

 

 

 

 宿題のサポートや楽しいイベントが盛りだくさん！キミはどれに参加する？ 

栃木図書館ではこんなこと 都賀図書館ではこんなこと 

図書館西方館ではこんなこと 

2022小学生むけ 

図書館だより/夏 

 

夏休みは 

わくわくイベントがいっぱい!! 

 
図書館においでよ 

※掲載されているイベント・行事は、今後の状況により、中止もしくは延期になることがあります。ご了承ください。 



図書館の使い方はもちろん、本の展示の案内やオススメ本の紹介、たくさん貸出された本の 

ランキングなど、図書館をもっと楽しむことが出来るコンテンツがいっぱいです！ 

ぜひご覧ください。 

日時｜7 月 30 日(土)・31 日(日) 9:30～11:30 

場所｜大平図書館 2 階会議室 

対象｜小学 3 年生以上 定員｜10 名 

内容｜書道を学習する 持物｜書道用具一式 

講師｜大塚昌峰氏 

申込｜7 月 16 日(土)から大平図書館カウンターのみ 

日時｜8 月 7 日(日) 14:00～16:00  

場所｜大平図書館 2 階会議室 

対象｜小学生(保護者同伴可) 定員｜20 名 

内容｜読書感想文の書き方教室 講師｜毛塚辰幸氏 

申込｜7 月 16 日(土)から大平図書館カウンターのみ 

日時｜8 月 21 日(日) ①13:00～13:40②14:00～14:40 

場所｜大平図書館 2 階視聴覚室 

対象｜①小学 1～3 年生 ②小学 4～6 年生 

定員｜各 10 名 内容｜英語を遊びながら楽しく学ぶ 

講師｜ラウクス氏 

申込｜7 月 16 日(土)から大平図書館カウンターのみ 

日時｜8 月 28 日(日) 14:00～15:00 

場所｜大平図書館 2 階視聴覚室 

対象｜幼児～小学生  定員｜20 名 

内容｜「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with コズミックフロント☆NEXT」  

申込｜7 月 16 日(土)から大平図書館カウンターのみ 

期間｜7 月 16 日(土)～8 月 31 日(水) 

9:00～17:00 (13:30～14:30 を除く) 

場所｜大平図書館 2 階会議室 

対象｜小学生(低学年は保護者同伴) 定員｜10 名 

内容｜会議室でしずかに勉強しよう。 

申込｜利用時にカウンターにて(事前予約不可) 

期間｜7 月 20 日(水)～8 月 31 日(水) 

対象｜小学生以下 定員｜先着 50 名 

内容｜スタンプ７つを集めた方にレインボースティックをプレゼント 

日時｜7 月 30 日(土) ①11:00～②14:00～ 

場所｜藤岡図書館 2 階視聴覚室 

対象｜小学生以上  定員｜各回約 12 名 

内容｜透明樹脂と金魚シートを重ねて作るリアルな金魚小鉢 

費用｜1,200 円(材料費) 

申込｜藤岡カウンター又は電話にて受付中 

日時｜8 月 21 日(日) 11:00～12:00 

※フェイクスイーツ作品展示 8 月2 日(火)～21 日(日) 

場所｜藤岡図書館 2 階視聴覚室 

対象｜どなたでも  定員｜約 15 名 

内容｜クリームソーダの形をしたフェイクスイーツストラップ作り 

費用｜500 円(材料費) 

講師｜フェイクスイーツ工房 Ki*kone 小松君枝氏 

申込｜7 月 20 日(水)より藤岡カウンター又は電話にて 

期間｜7 月初旬～8 月末 

場所｜藤岡図書館 1 階おやこ読書室入口

期間｜7 月 17 日(日) ～ 8 月 31 日(水)  

対象｜小学生 定員｜先着 30 名にプレゼント有 

内容｜クイズに答えてスタンプをもらおう。3 冊ぶん集めたら 

ミッション達成！素敵な景品をプレゼント♪ 

大平図書館ではこんなこと 

図書館岩舟館ではこんなこと 

藤岡図書館ではこんなこと 

◆お近くの図書館をご利用ください◆       開館時間／9:00～19:30(栃木図書館／金曜日休館・市内他図書館／月曜日休館) 

栃木市栃木図書館    TEL.0282-22-3542         栃木市都賀図書館    TEL.0282-28-0806 

栃木市大平図書館    TEL.0282-43-5234         栃木市図書館西方館   TEL.0282-92-2512 

栃木市藤岡図書館    TEL.0282-62-4889         栃木市図書館岩舟館   TEL.0282-54-1900 

図書館のホームページに「こどものページ」ができました! 


