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春のスタンプラリー
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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

＜ 4月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 New！！ 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 希 』／後半 『 悲 』
※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）…『 NDCって・・・？「０門の本」 』

児童コーナー特集…『 おおきくなったよ 』

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。

5月の休館日は1(月)・15(月)・31(水) です♪

< ８日（土）～１１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）



　

 

松居直と絵本づくり 藤本朝巳／著 1000050008589 019

イラストで読むギリシア神話の神々 杉全　美帆子／著 1000050011766 141

 ★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

時局発言！-読書の現場から- 上野　千鶴子／著 1000050013928 304/ｳ

失敗と成功の日本史
-人生の成功に必要な60の史実-

加来　耕三／著 1000050011511 210

検査なんか嫌いだ 鎌田　寛／著 1000050014350 492

ユニコーンベーカリーの焼き菓子 島澤　安從里／著 1000050011460 596

936/ﾌ

なぜスターバックスは日本で成功できたのか 草地　真／著 1000050008543 673.9

やさしい落語-一生モノの基礎知識- 柳家　花緑／監修 1000050012269 779

ヨシエ／さく・え

ゆっくり話すだけで、もっと伝わる！
-アナウンサーが教える七つの技-

浅沼　道郎／著 1000050012265 809

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

物件探偵 乾くるみ／著 1000050013996 913.6

ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教
室

キャスリーン・フリン／著 1000050009907

へんな生きもの図鑑 深海  カミラ・ド・ラ・ベドワイエール／著 1000050013273 48

約束の木 菊池 和美／作 1000050011637 91/ｷｸ

学年ビリから東大へ進み、作家になった私の勉強法
-英数国の成績が劇的にアップする- 竹内　薫／著 1000050012313 Y37

　★児童書

ハッピーイースター

EXIST　！ アレクサンドロス 3000050000327 DPｱ

　★CD

家カフェ 3000050000306 DIｲ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050011569 E

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ４月８日（土）

「まんが日本昔ばなし ③」 カラー アニメ 50分

「浦島太郎」 「絵姿女房」 「一休さん」 「髪長姫」 の4話上映♪

★一般向け ４月２２日（土）

「キートンの大学生」 66分 白黒 アメリカ製作 (1927年)

高校の卒業式辞で、キートンは「未来は頭脳が重要で、運動選手が幅をきかす時代ではない。」

と述べて反感を買い、思いを寄せる女性からも敬遠されてしまう。

それに触発され大学ではいろいろなスポーツにチャレンジするが、何をやっても駄目。それでも

恋する女性のため、また恋仇に負けないためにスポーツに切磋琢磨する。

法テラスセミナー

【 知って得する 相続遺言の法律知識 】
講師：法テラス東京 亀井時子弁護士

相続や遺言の法律知識に詳しい現役の弁護士を招いて、様々な相続問題や遺言の

効用など、今日的な法律知識について講演します。

日時： ４月１５日(土) １４:００～１５:３０ (開場 13:45) 場所：視聴覚室

日曜の昼下がりにヴァイオリン二重奏を｡

姉妹のヴァイオリニストの優雅な演奏をお楽しみ下さい♪

日時： ５月２１日(日) １４：００～１５：００ (開場 13:45) 

定員：50名 （中学生以上） 場所：視聴覚室

4月22日（土）午前 ９：００ より、西台図書館カウンター、またはお電話にて受付。

< 春のスタンプラリー >

期間：４月１５日（土）

～５月１４日（日) ※休館日を除く

毎年、恒例♪今年も児童向けイベント「春のスタンプラリー」の季節がやって来ました！

１日１回、本や紙芝居を借りるとクイズシールがもらえます。

シールを５枚集めてクイズに答えると、「がんばった賞」をプレゼント☆


