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９月の休館日は　２０(火)・３０(金)　です♪

あかちゃん
おはなしかい 一般映画会おはなしかい

スペシャル
おはなしかい

　
　　　　　　は、自主学習コーナー実施日で
す。

　１４席の学習机を視聴覚室前に設置しま
す。
　自主勉強にどうぞ。ご利用の際はカウン
ター
　にてお申し込みください。

　　　　<　13日（土）～１7日（水）※休館日を除く　> 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）

13

こども映画会おはなしかい

【13(土)～17(水)　二次利

用】

9

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 ８月１３日（土）

「まんが日本昔ばなし １３」 カラー アニメ 50分

塩ふきうす・あとかくしの雪・羅生門の鬼・大歳の火 の４話上映♪

★一般向け ８月２７日（土）

「東京の合唱（コーラス） 」 90分 白黒 ・サイレント 日本製作 (1931年)

保険会社に勤めていた岡島は、ボーナス支給日に社長と喧嘩してクビになる。自転車を

買ってもらえなかった長男は泣きながら抗議。岡島はかつての恩師の洋食屋でビラ配りを

手伝うことにするが・・・。

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： ８月７日(日) １５：００～ 申込不要

『泣かない女』 作：藤沢 周平 朗読：正岡 優子

怖～い おはなし会

今月のスペシャルおはなし会は、怖～いおはなし会！

お化けや不思議なおはなしの読み聞かせをします。夏の暑い日にヒヤッとしませんか？

日時： ８月２０日(土) １４：３０～ 場所：視聴覚室

秋を楽しむ ワイン講座
ワインをただ飲むだけではもったいないと思いませんか？

産地や年代を知り、色々な味覚を添えて、

美味しく楽しいワインの味わい方を学びましょう！

※ワインの試飲は致しません

日時： ９月４日(日) １４：００～１５：３０

場所： 視聴覚室 対象：２０歳以上 定員：１５名

８月６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。



スマホ断食  藤原 智美／著 1000040610361 007

困難な結婚  内田 樹／著 1000040610374 152

★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

偏向ざんまい  阿比留 瑠比／著  1000040605326 304/ｱ

 昭和の戦争  井上 寿一／著  1000040605850 S210.7

化石ウォーキングガイド全国版 相場 博明／編著 1000040603744 457

そうめん The SOMEN recipe book  満留 邦子／著  1000040605448 596

B913.6

いまの会社を辞めずに
田舎暮らしを楽しむための本

谷口 剛／著 1000040605653 686

“最強”の結果を生み出す
「負けない心」の作り方

栄 和人／著 1000040603812 788

リチャード・スキャリー／え
オーレ・リソム／さく

読んだら忘れない大人の国語力辞典 話題の達人倶楽部／編 1000040609367 810

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

ジニのパズル  崔 実／著 1000040612171 913.6

ヴルスト!ヴルスト!ヴルスト! 原 宏一／著 1000040613373

すごい動物大図鑑
ふしぎな世界を見てみよう

下戸 猩猩／監修 1000040608217 48

小さなサンと天の竜
チェン ジャンホン／作・絵

平岡 敦／訳
1000040605192 E

水の精（ウンディーネ） フケー／著 1000040613411 B943/ﾌ

　★児童書

うさぎのニコラス

NHK　「おかあさんといっしょ」
メモリアルアルバム

横山 だいすけ・三谷 たくみ 3000040012799 DYｵ

　★CD

CANTATA! 古澤 巌／著 3000040012808 DEﾊ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040607168 E



©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

＜ ８月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 発進！ＹＡ部 夏号できました♪ 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 山 』／後半 『 祭 』
※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！「４」 』

児童コーナー特集…『 調べる学習お助け本 』

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。


