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　　　　　　　＜　5日(木)～30日(月)　＞　世界の絵本展

2月の休館日は20(月)・28(火)　です♪

29 30 31

　　　　<　１４日（土）～１８日（水）　> 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）

休館日

毎月２３日は
家庭読書の日

19 2018

おはなしかい

かるがもタイム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　14日(土)～18日(水)　】
　　　　　　　二次利用

タブレット型PC
体験会
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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

＜ 1月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 世界の絵本展 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 始 』／後半 『 成人 』
※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！「９」 』

児童コーナー特集…『 寒くても元気 』

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。



　

 

先生が本（おはなし）なんだね
-語りの入門と実践-

伊藤 明美／著 1000040651706 015

ゆずらない力 高見 綾／著 1000040649831 146

★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

テクノロジーは貧困を救わない 外山 健太郎／著 1000040650395 333

わたしはこうして執事になった ロジーナ・ハリソン／著 1000040650478 291.3

腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯 松生 恒夫／著 1000040648393 498.5

コッペパンの本 木村 衣有子／文と写真 1000040646303 596

933ウ

いい獣医さんに出会いたい！ 西山 ゆう子／著 1000040648169 649

サッカーおくのほそ道
-Jリーグを目指すクラブ目指さないクラブ- 宇都宮 徹壱／著 1000040648460 783.4

ヨシタケ シンスケ／著

食べる英語
-Let's Enjoy Eating!-

David　Kajiwara／著 1000040649751 837

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

うき世櫛 中島 要／著 1000040648246 913.6

天界の眼
-切れ者キューゲルの冒険-

ジャック・ヴァンス／著 1000040651711

円周率の謎を追う
 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦

鳴海 風／著 1000040647847 28/ｾ

バクのバンバン、町にきた
ふたりはなかよしマンゴーとバンバン

 ポリー・フェイバー／著 1000040647871 93/ﾌ

ハイ！こちらぬいぐるみ病院です。 ぬいぐるみ病院／監修 1000040652385 Y75

　★児童書

なつみはなんにでもなれる

レボリューションレディオ グリーンディ 3000040013484 DLｸ

　★CD

この世でいちばん優しい歌 小林 沙羅 3000040013465 DFｼ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040652530 E

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け １月１４日（土）

「まんが日本昔ばなし 28」 カラー アニメ 50分

「梨山の大蛇」 「念仏の鼻」 「へび女房」 「幽霊船」 の4話上映♪

★一般向け １月２８日（土）

「チャップリン作品集 ⑦」 92分 白黒 アメリカ製作 (1906年)

「チーズトースト狂の夢」 「チャップリンの寄席見物」 「チャップリンのカルメン」

「チャップリンの改悟」 「三つ巴事件」

はじめてのタブレット型ＰＣ体験会

日時： １月２２日（日） １４：００～１５：３０

場所： 西台図書館 視聴覚室

定員： １５名（１８歳以上）

西台図書館カウンター、またはお電話にて受付中

お一人に一台、タブレット型ＰＣをご用意し、基本的な使い方やアプリケーションの紹介、

知っているだけでとても便利なタブレット型ＰＣを使った図書館の本の探し方をわかりやすく解説します。

世界の絵本展 ～ミニ・ボローニャ・ブックフェア～

期間：１月５日（木）～１月３０日（月）

場所：正面玄関ホール

平成27年度にイタリアのボローニャブックフェア事務局から板橋区に寄贈された、外国語の絵本を

展示します。 カラフルな絵本、しかけ絵本など世界の絵本をこの機会にぜひ、お楽しみ下さい。

小学生も聴ける朗読会

日時： ２月１２日（日） １４：００～１５：００

場所： 西台図書館 視聴覚室

定員： ４０名（小学生以上）

１月７日（土）より西台図書館カウンター、またはお電話にて受付

「手袋を買いに」 新美南吉 「葉っぱのフレディ-いのちの旅-」 レオ・バスカーリア 朗読：大益幸奈


