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１０月の休館日は１７(月)・３１(月)　です♪
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スペシャル
おはなしかい

　　　　<　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 ９月１０日（土）

「くまのがっこう」 カラー アニメ 37分

山の上の寄宿舎で暮らす、くまの子たちの可愛くてあたたかいおはなし♪

★一般向け ９月２４日（土）

「三十九夜」 83分 白黒 イギリス製作 (1935年)

ヒッチコックのイギリス“黄金時代”の傑作の一つ。

国際諜報戦がらみの殺人に遭遇した主人公。敵方と警察の双方から追われることに！？

<9月1日は防災の日>

志村消防署防災展示

防災関連のグッズ・パネル・写真・図書を展示します

期間： ９月１日（木）～９月２９日（木） 場所： 正面玄関ホール

『防災の日』は、１９２３年９月１日に発生した、関東大震災の教訓を忘れず、この時期に多

い台風への心構えの意味も含め創設されました。災害の認識を 深め、対処する準備をしま

しょう。

西台ウォーク

西台図書館から三田線西台駅まで徒歩で名所を巡り、秋を楽しみましょう♪

日時： １０月２３日(日) １０：００～１２：００ 定員：２０名

対象： 小学生以上※小学生は保護者同伴 費用： ５０円（傷害保険料として）

９月２４日(土) ９：００～西台図書館カウンターまたはお電話にて受付

定員に達し次第、お申込みを終了とさせて頂きます。

＜予告＞ 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？ 場所： 視聴覚室

日時： １０月１６日(日) １５：００～ 申込不要

『再会』 作：百田 尚樹 朗読：正岡 優子

※12月4日（日）も違う作品の朗読会を開催予定♪



ごっこやさん

ザ・ゲッタウェイ レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 3000040012956 DL ﾚ

　★CD

「ズートピア」
オリジナル・サウンドトラック

マイケル・ジアッチーノ 3000040012936 DH ｽ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040615705 E

てらさふ  朝倉 かすみ／著 1000040619386 Y91/ｱ

　★児童書

どうなっているの?だんめん図鑑 断面マン／製作・監修 1000040614172 50

アリスのうさぎ  斉藤 洋／著 1000040615615 91/ｻｲ

ほそい さつき／著

字幕屋の気になる日本語 太田 直子／著  1000040611387 810

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

あしたの君へ 柚月 裕子／著  1000040619429 913.6

悪徳小説家 ザーシャ・アランゴ／著 1000040615325 B943/ｱ

にっぽん!馬三昧 鈴木 慈雄／著 1000040609282 645

アニメ・映画のようなワンシーンを
写し出す情景写真術

 田中 達也／著 1000040616017 743

 老けないカラダをつくるコツ大全 日比野 佐和子／監修 1000040614388 498.3

1週間で8割捨てる技術 筆子／著 1000040579770 597

日本の幻獣図譜 湯本 豪一／著 1000040615963 388

『ベルサイユのばら』で読み解く
フランス革命

池田 理代子／著  1000040613357 235

★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

編集  豊田 きいち／著  1000040615361 021

思わず他人(ひと)に試したくなる
心理テスト

中嶋 真澄／著 1000040614395 140



©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

〒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

＜ ９月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 ９月は防災月間 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 老 』／後半 『 先祖 』
※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！「5」 』

児童コーナー特集…『 大好き家族 』

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

♪

マークが目印です!

< 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。


