
活　動　内　容 活動場所

〔募集する年齢階層〕 〔交通機関〕

◇こども図書室の本の配架、書架整理

〔中学生～大学生（専門学生含む）〕

◇図書館業務（配架、書架整理中心）

〔高校生～社会人〕

◇書架整理

◇返却本を棚に戻す作業

◇簡単な資料補修など

〔中学生～大学生（専門学生を含む）〕

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーションは、行いません。

・体力をつかう業務が中心です。

＊服　装：派手でなく動きやすい服装、スニーカー、長ズボン

A40

江戸川区立

小松川図書館

〒132-0035

江戸川区平井1-11-26

ＪＲ総武線平井駅下車

徒歩15分

または

都営新宿線東大島駅下車

ﾊﾞｽ「小松川3丁目」下車

徒歩5分

8/10（火）～8/13（金）

実施期間中、1日のみ可

期間中１名のみの受入

10：00～15:00

男女不問

期間を

通して1

名

体験の

2週間

前まで

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーション実施日は事前に電話で確認してください。

・ボランティア体験を通して、図書館をより身近に感じて

　いただければと思います。

・立ったりしゃがんだりと、足腰を使う作業を主に行います。

　体調を整えてご参加ください。

＊服　装：動きやすい服装・スニーカー

＊持ち物：昼食・水筒やペットボトル等の飲み物・

　　　　　汗を拭くタオルやハンカチ

A39

江戸川区立

小岩図書館

〒133-0052

江戸川区東小岩3-6-9

ＪＲ総武線小岩駅下車

徒歩15分または京成線江

戸川駅下車徒歩15分

8/10（火）～8/13（金）

１日でも可

10:00～15:00

男女不問

1日2名

7月15日

まで

オリエンテーション・活動先のＰＲ＊注意事項、服装、持ち物など

A38

江戸川区立

中央図書館

〒132-0021

江戸川区中央3-1-3

ＪＲ総武線新小岩駅下車

徒歩15分

7/24（土）～8/31（火）

上記の期間で金曜・土曜・日

曜の連続で３日間体験できる

方

月曜・火曜・水曜・木曜は除

く

9:00～16:00

男女不問

1日2名

体験の

２週間

前まで

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーションは当日に行います。（３日間の初日に行いま

　す。）

　※日程の確認や体験中の服装、持ち物等の確認は電話で行います

　　 ので,体験前に１度連絡をお願いします。

・立ち時間が長く、本を運ぶ作業には力も必要です。

　マスク着用必須。

＊服　装：あまりカジュアルではない服装（下衣は長ズボン）

　　　　　制服・体操着は不可

＊持ち物：昼食、飲み物、手をふくもの（タオル・ハンカチ類）

番号 施設・団体名 活動期間・時間 募集人数 申込期限 交通費･昼食等



活　動　内　容 活動場所

〔募集する年齢階層〕 〔交通機関〕
オリエンテーション・活動先のＰＲ＊注意事項、服装、持ち物など番号 施設・団体名 活動期間・時間 募集人数 申込期限 交通費･昼食等

◇図書館業務のうち、配架・書架整理　など

〔高校生～社会人〕

◇返却された本を棚に戻す作業

◇予約の入った本を棚から探す作業

〔中学生～大学生（専門学生も含む）〕

◇図書交換便

◇書架整理

◇返却本の配架

◇予約本の引き抜き

◇本の修理

◇図書館行事の手伝い

〔小学５年生～社会人〕

◇本を書棚に戻す作業

◇書棚の整理

◇本のリサイクル作業　　など

〔高校生～社会人〕

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーションは、当日行います。

・館内は空調が効いているためノドが乾きます。

　水分を多めに持ってきてください。

　夏バテしないよう体調を整えてご来館ください。

・日頃ご利用してくださっている図書館のいろいろな仕事を体験し

　図書館のことをもっと好きになっていただけたら幸いです。

＊服　装：華美でなく清潔感のある服装

　　立ち仕事が多く防寒、防犯のためにズボン、スラックス着用で

　　お願いします。足元は運動靴でサンダルは不可

C44

江戸川区立

篠崎図書館

〒133-0061

江戸川区篠崎町7-20-19

しのざき文化プラザ内3階

都営新宿線篠崎駅下車

徒歩2分

7/24（土）～8/31（火）

3日以上体験出来る方

※希望日は要相談

但し体験初日は平日のみ可

9:30～17:30

男女不問

1日1名

体験の

１週間

前まで

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーションは、当日に行います。

・図書館の裏側の仕事を知ることができます。興味のある方の

　ご参加をお待ちしております。

＊服装：動きやすい服装、スニーカー、長ズボン、髪はまとめて

（サンダル・クロックス・ヒールのある靴・ノースリーブ・

　華美なアクセサリーは不可）

A43

江戸川区立

西葛西図書館

〒134-0087

江戸川区西葛西5－10－

47

東京ﾒﾄﾛ東西線西葛西駅

下車徒歩6分

7/24（土）～8/31（火）

実施期間中、何日でも可

7/26（月）、8/23（月）は除

く

9:00～17:00

男女不問

1日2名

直前でも

可能

○交通費は

　自己負担

・オリエンテーションは当日に行います。

・お客様に図書館を気持ち良くお使いいただくために重要な

　書架整理のお仕事をお願いします。

＊申込みの電話の際、担当の清水が不在であれば、折り返し

　電話連絡します。氏名と電話番号の伝言を残してください。

＊服　装：動きやすい服装（スニーカー、長ズボン）

＊持ち物：水筒（水分補給のため）

C42

江戸川区立

松江図書館

〒132-0025

江戸川区松江2-1-10

都営新宿線一之江駅下車

バス「松江」下車徒歩1分

または

都営新宿線船堀駅下車

バス「東小松川一丁目」

下車徒歩5分

8/10（火）～8/12（木）

8/16（月）～8/17（火）

2日以上体験出来る方

13:00～17:00

男女不問

1日1名

体験の

2週間

前まで

○交通費は

　自己負担

・オリエンテーションは、当日行います。

・体力を使う仕事が中心です。

  夏バテしないよう体調にも気をつけながら、頑張りましょう。

・同じ作業の繰り返しが苦痛ではない方が望ましいです。

＊服　装：動きやすい服装

　　　　　　 (スカートや短パン（膝上丈）・サンダルは不可)

A41

江戸川区立

東葛西図書館

〒134-0084

江戸川区東葛西8-22-1

東京メトロ東西線葛西駅下

車

バス「東葛西8丁目」下車

徒歩3分

7/24（土）～8/31（火）

実施期間中、3日以上5日まで

土曜・日曜・祝日は除く

13：00～17:00

男女不問

1日1名

体験の

１週間

前まで



活　動　内　容 活動場所

〔募集する年齢階層〕 〔交通機関〕
オリエンテーション・活動先のＰＲ＊注意事項、服装、持ち物など番号 施設・団体名 活動期間・時間 募集人数 申込期限 交通費･昼食等

◇本の配架

◇書架整理

〔中学生～高校生〕

◇図書館業務全般

　（書架整理・配架・図書の修理など）

〔高校生～社会人（50歳まで）〕

○交通費は

　自己負担

・オリエンテーションは行いません。

・館内整理日に書架整理をしていただきます。

＊服　装：動きやすい服装（エプロンは貸与）

A53

江戸川区立

葛西図書館

〒134-0013

江戸川区江戸川6-24-1

都営新宿線船堀駅下車ま

たは東京メトロ東西線葛

西駅下車バス10分「三

角」下車

7/24（土）～8/31（火）

連続で3日以上5日まで

7/26（月）、8/23（月）は除

く

10:00～19:00

男女不問

1日2名

体験の

１週間

前まで

○交通費は

　自己負担

○昼食持参

・オリエンテーションは、当日に行います。

・多少体力を必要とします。作業中の私語、ゲーム機の持ち込み、

　写真撮影は禁止

・本好きな方、図書館の展示やイベントに興味のある方

　歓迎します。

＊服　装：動きやすい服装（エプロンは貸与）、黒系のズボン、

　　　　　白系のシャツで派手でないもの、スニーカーなど

　　　　　動きやすい靴。

　　　　　Tシャツ、ジーンズ、サンダル不可。

C45

江戸川区立

東部図書館

〒132-0013

江戸川区江戸川2-26-1

都営新宿線瑞江駅下車

徒歩20分

7/26（月）、8/23（月）

1日でも可

10:00～12：00の間

※休館日のみの受入れとなり

ます。

男女不問

1日5名

体験の

１週間

前まで


