
　

１２月の休館日は19（月）

年末年始の休館日は12/29（木）～1/4（水）です♪

< ５日（土）～８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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毎月２３日は
家庭読書の日

  【  特別整理期間　11/14(月)　～　11/19（土）  】

128 10 11

☆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 １１月１２日（土）

「 まんが世界昔ばなし 26 」 カラー アニメ 22分

「トロイの木馬」・「にじの湖」の2話上映♪

★一般向け １１月２６日（土）

「 終着駅 」 白黒 字幕 72分 アメリカ/イタリア (1953年)

ローマに住む妹を訪ねてフィラデルフィアからやって来たメアリー。偶然、街で言葉をかわしたことから、

ジョバンニという青年と恋に落ちるが、彼女にはアメリカに残してきた夫と幼い娘がいた。家族の元へ

帰るのか、このまま彼との恋に生きるのか…メアリーの選択は？

10/27（木）～11/9（水）は読書週間です

＜ スタンプラリー ＞

スタンプラリーが新しくなりました！今回から板橋区全館で実施！

期間 ： １１月２９日 （火）まで

＜清水・蓮根・志村・西台図書館の図書館員が選ぶ１００冊の本 ＞

『いざ、読書。』をテーマに図書館員が選んだ、オススメ本１００冊を展示します。

読書の秋♪ステキな本と出会ったら、さあ皆さん！いつでもどこでも いざ、読書♪

期間 ： １１月９日 （水） まで 展示場所：正面玄関ホール

【 特別整理期間に伴う 休館のお知らせ 】

皆さまに西台図書館を気持ちよくご利用頂けるよう、資料の点検や館内の

整備を行います。特別整理期間中は休館となりますのでご注意ください。

実施日： １１月１４日（月）～１９日（土）

◎特別整理期間中は西台図書館で予約資料を含め、 全ての資料の貸出しができません。

◎当館への図書・雑誌のご返却はブックポストをご利用下さい。

※CD・カセット・CD付き図書・板橋区以外の区からお取り寄せした資料は、

特別整理期間終了後、西台図書館カウンターにてご返却下さい。

◎当館の特別整理期間中も、区内の他の図書館は通常通り開館いたします。

ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。



ふせんの技100 舘神 龍彦／著 1000040634034 002

 生きるために大切なこと 原典  A.アドラー／著 1000040630927 140

★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

あなたを悩ます話してもわからない人 柴田 豊幸／著 1000040632718 336.4

世界が称賛する国際派日本人 伊勢 雅臣／著 1000040634556 281

コケを見に行こう！ 佐古 文男／著 1000040634196 475

贅沢グラタンと旨味シチュー 絶品レシピ研究会／著  1000040630683 596

913.6

よくわかる
最新スマートフォン技術の基本と仕組み 小笠原 種高／著 1000040634262 694

レッドタートル マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット／原作 1000040632198 726

 井上 よう子／作
尾崎 玄一郎／絵

その話し方では軽すぎです！  矢野 香／著  1000040631033 B809

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

世界の８大文学賞 都甲 幸治／著 1000040632373 902

世界一ありふれた答え 谷川 直子／著  1000040638878

ハッピーになれる星座占い 鏡 リュウジ／著 1000040630746 14

ただしいもちかたの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所／編・著 1000040632636 59

ヘンリー・ジェイムズ短編選集 ヘンリー・ジェイムズ／著 1000040638286 933/ｼ

　★児童書

ちかてつ てっちゃん

日本をもっと愛したい、
きれいな歌に出逢いたい・・・。

ちあきなおみ 3000040013175 DPﾁ

　★CD

エイミー エイミー・ワインハウス 3000040013168 DHｴ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040630228 E
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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

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

＜11月の展示＞

大特集（正面玄関ホール）『 子育て 親育て』11/10～

中特集（大型本コーナー）…前半 『 文化 』／後半 『 勤労 』
※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！「７」 』

児童コーナー特集…『おいで おいで♪』

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

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。


