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かるがもタイム

かるがもタイム～あかちゃんといっしょ～
赤ちゃん連れの保護者の方が来館して、気兼ねなく本を選べる

時間帯を設定、保護者の方の読書活動を支援しております。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※お子様の保育は行いません

実施日：第１・第３金曜日 １１：００ ～１３：００

☆開館時間 午前9時～午後8時

☆休館日 第3月曜日・月末（土日・祝日に重なる場合は翌日）

おはなし会 水曜日 １５：００ ～

あかちゃんおはなし会 金曜日 １０：３０ ～

スペシャルおはなし会 第３土曜日 １４：３０ ～

板橋区立図書館ホームページ

図書館のご案内や催し物のお知らせなどが載っています。是非一度ご覧になってください。

◎パソコン [http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/]

◎携帯電話 [http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/]

編集・発行 板橋区立西台図書館

〒175-0045 板橋区西台3-13-2 ℡ 5399-1191

にしだい おはなし会 場所：おはなしコーナー

＜ 7月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 夜空・星空・そして宇宙 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 快 』／後半 『 勇 』
※中特集は前半 ・ 後半で特集が変わります。

担当スタッフが交代でポスター作成・本の選定などを行い、一人でつくるコーナーです☆

小特集（カウンター前）…『 NDCって・・・？「3門の本」 』

児童コーナー特集…『 あつ～い夏 』

常設展示『ちしきコーナー』 … 行事・自然・科学について知りたい時や読み聞かせに

♪

< 西台図書館からのお知らせ >
西台図書館では、目やからだの不自由な方のために、図書館の

資料の対面朗読・テープ録音・郵送などのサービスを行っています。

ご親戚・ご友人で、図書館の利用が難しい方がいらっしゃいましたら、

ぜひご利用くださるようお伝えください。詳しくはカウンターまでどうぞ。

< ８日（土）～１１日（火） > は雑誌・図書の二次利用実施日です。

保存期間の過ぎた雑誌・図書を無料でお譲りします。

雑誌は５ 冊迄、図書はご自由にどうぞ♪（在庫が無くなり次第終了）



　

 

お化けのおもてなし

ＬＯＶＥ　２ 平原綾香 3000050001358 ＤＰヒ

　★CD

雨のパリで サラ・マッケンジー 3000050001360 ＤＭマ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050038072 Ｅ

海の子どもとゴチャマゼクトン 木村　桂子／文 1000050035694 Ｙ91/ｷ

　★児童書

ロウソクの科学
世界一の先生が教える超おもしろい理科 ファラデー／原作 1000050036189 43

空をけっとばせ 升井 純子／作 1000050037940 91/ﾏｽ

 川端 誠／作

「わたしと仕事、どっちが大事？」は
なぜ間違いなのか？

谷原　誠／著 1000050033258 809

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

ラジオ・ガガガ 原田　ひ香／著 1000050037855 913.6

ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン／著 1000050034240 933/ｲ

はじめてのスワッグ 岡本　典子／著 1000050037642 627

海のルアー釣り完全ＢＯＯＫ 村越　正海／著 1000050034020 787

世界の奇虫図鑑
－キモカワイイ虫たちに出会える－

田邊　拓哉／著 1000050035508 485

はちみつスイーツ 若山　曜子／著 1000050038067 596

元気がでる朝礼　話のネタ帳 本郷　陽二／著 1000050036305 336.4

織田信長－不器用すぎた天下人－ 金子　拓／著 1000050033367 298/ｵ

★一般書　　　　　　　　　　　   　  新着資料のご紹介
作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

異名・ニックネーム事典 杉村　喜光／編著 1000050037500 031

老いへの「ケジメ」 斎藤　茂太／著 1000040477804 114

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ７月８日（土）

「アンデルセン名作童話集②」 カラー アニメ 35分

「みにくいあひるの子」「赤いくつ」「ぶた飼い王子」

★一般向け ７月２２日（土）

「キートンの蒸気船」 白黒 69分 アメリカ製作 (1928年)

おんぼろ蒸気船ジャクソン号の船長ビルは赤ん坊の時に分かれた息子、ウィリーと再会してがっくり。

「このヘンテコで軟弱そうなチビが俺の息子？」しかし、ライバル、キングを殴ったビルが逮捕されて、

ウィリーは一念発起。大雨の中救いに行くが・・・。

雨を越え風を越え、おんぼろジャクソン号でみんなを救え！！

＜ 自主学習コーナーのお知らせ＞

期間： ７月２１日（金）～８月３０日（水）
※休館日・イベント開催日は除く

時間： ９：００ ～ １７：３０ 場所： 視聴覚室前通路

夏休み期間中、１４席の学習机を設置しております。自主勉強にどうぞご利用ください。

ご利用の際はカウンターにてお申し込みください。＜先着順＞

調べる学習コンクールに挑戦するみんなのお手伝いをします！

テーマの決めかた、本の探しかたなどなど♪

日時：７月２９日（土） 10：00～11：30

対象： 小学生 定員： １０名

７月１６日（日）９：００～ カウンター・お電話にて受付。定員になり次第、締め切ります。

１日図書館員大募集
図書館のお仕事を体験してみませんか？

日時：７月２４日（月） 13：00～15：00

７月２５日（火） 13：00～15：00

対象： 小学４年生～６年生 定員： 各日４ 名

７月９日（日）９：００～ カウンター・お電話にて受付。 定員になり次第、締め切ります。

調べる学習相談会


