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【　10(土)～13(火)　】
二次利用

1月の休館日は1(日)～４(水)・16(月)・31(火)　です♪
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　　　　<　１０日（土）～１３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）
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西台図書館

だより

☆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）



　

 

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け １２月１０日（土）

「クリスマスの鐘/マッチ売りの少女 」 カラー アニメ 30分

心温まるクリスマス作品を2話上映♪

★一般向け １２月２４日（土）

「素晴らしき哉、人生！」 130分 白黒 アメリカ製作 (1946年)

誠実で仕事にも熱心なジョージは、悪徳事業家ポッターの企みにより、不運に見舞われ、自殺を

ほっと、ひと息 ～ちいさな朗読会～

日曜の昼下がり、ちょっと朗読を聞きに来ませんか？

日時： １２月４日 (日) １５：００～１５：３０

場所： 視聴覚室 ※申込不要

『 お比佐とよめさん 』 作：平岩 弓枝 朗読：正岡 優子

西台図書館は平成３年１２月に開館して、今年で２５周年♪

今後も地域の皆さまの情報拠点として、親しんで頂けるああ

図書館を目指します！あああああああああああｑｑｑｑｑｑｑｑ

おはなし会でお馴染みの西台図書館キャラクター「くまきち」

にお友だちができました。「くまよ」です♪児童イベントのあ

お知らせなどに登場しますのでチェックしてみてください☆

☆ X'masおはなし会 ☆

１２月１７日（土） １４：００～ 定員：３０名（当日先着順）

X'masにまつわる絵本の読み聞かせや歌など♪

楽しい工作もあるよ♪是非、ご家族・お友達と一緒にご参加下さい♪

西台図書館では、冷暖房機取替工事のため、１２月９日（金）まで空調

設備の使用を停止致します。

その間は、温風ヒーターを使用する対応をさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、なにとぞご理解頂きますようお願い申し上げます。



モモンガのはいたつやさんと
クリスマスのおとしもの

歌物語 3000040013395 ＤＨｳ

　★CD

響炎する４本のチェロ クァルテット・エクスプローチェ 3000040013197 ＤＥﾊ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040642063 E

 くじ シャーリイ・ジャクスン／著 1000040641914 B933/ｼ

　★児童書

流れ星キャンプ 嘉成 晴香／作 1000040640136 ｶﾅ

ミミと まいごの赤ちゃんドラゴン  マイケル・モーパーゴ／作 1000040638622 93/ﾓ

ふくざわ　ゆみこ

たとえる技術 せきしろ／著 1000040637055 801

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

17歳のうた 坂井 希久子／著 1000040642217 913.6

猫と金髪としあわせの湯 美月 りん／著 1000040640675 B913.6

ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間 昌子／著  1000040640101 686

昭和十八年の冬 最後の箱根駅伝 早坂 隆／著 1000040635943 782

東京湾諸島  加藤 庸二／著 1000040640929 558

小児科医は
自分の子どもに薬を飲ませない

鳥海 佳代子／著 1000040638747 598

The Real Moon月の素顔
 沼澤 茂美／共著

 脇屋 奈々代／共著
1000040638685 446

使用人たちが見たホワイトハウス ケイト・アンダーセン・ブラウワー／著 1000040638916 317

★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

世界天才紀行  エリック・ワイナー／著 1000040640775 141

日本史兄弟対決 後藤 寿一／著  1000040640927 281



©ITABASHI  

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

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

印刷 東京都立志村学園高等部就業技術科

〒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

＜ 12月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 一年締めくくりの…。 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 クリスマス 』／後半 『 天皇 』
※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）…『 本の分野を番号で知ろう！「8」 』

児童コーナー特集…『 手と手つないで 』

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

★年末年始のお休みについて★
板橋区立図書館の年末年始の休館日は、１２月２９日（木）～１月４日（水）です。

休館中、本・雑誌・紙芝居の返却はブックポストをご利用ください。

ＣＤ・カセットテープ・ＣＤ付き図書・区外からの借受資料は、破損の恐れがありますの

で、


