
　

11月の休館日は
特別整理期間 14(月)～19（土） ・ 21（月） ・ 30（水）です♪
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< 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）

2016年１０月
水日 月 火

84

西台図書館
　　　　　だより

土

1

金木

6 7

☆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 １０月８日（土）

「 トムとジェリー ① 」 カラー アニメ 52分

ケンカするほど仲が良い!?トムとジェリーのゆかいな名作アニメ♪

★一般向け １０月２２日（土）

「 フランケンシュタイン 」 白黒 字幕 69分 アメリカ (1931年)

フランケンシュタイン博士は助手と共に生命創造の研究に没頭。墓地や絞首台の死体を縫い合わせ、

雷の強力な電気を通して、合成人間を創るという実験を行う。誕生したのは世にも恐ろしい怪物で

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す！今回から板橋区全館で実施！

期間 ： １０月２２日 （土）～１１月２９日 （火）

＜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 ： １０月２７日 （木）～１１月９日 （水） 展示場所：正面玄関ホール

ハロウィーンおはなし会

日時： １０月１５日(土) １４：３０～

場所：おはなしコーナー

絵本の読み聞かせ＆かぼちゃのバッグを作ります♪

申込は不要です♪

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）



かいものづくし

醒めない スピッツ 3000040013021 DPス

　★CD

ギルティ・プレジャー 山中千尋 3000040013091 DMヤ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000040623640 E/ｺ

歌舞伎一年生  中川 右介／著 1000040621137 Y77

　★児童書

和服がわかる本 こどもくらぶ／編 1000040624387 38

ハルとカナ  ひこ・田中／著 1000040624621 91/ﾋｺ

いしだ えつ子／文
いしはら みえこ／絵

辞書になった男 佐々木 健一／著 1000040619408 B813

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

紅茶と薔薇の日々 森 茉莉／著 1000040628608 B914.6/ﾓﾘ

死者は語らずとも フィリップ・カー／著 1000040628721 B933/ｶ

東京飛ばしの地方創生
山崎 朗／共著

久保 隆行／共著
1000040621397 601

麻雀の誕生 大谷 通順／著 1000040623917 797

あなたの体は9割が細菌  アランナ・コリン／著 1000040621556 491

まちづくりの仕事ガイドブック 饗庭 伸／著 1000040626187 518

ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班／著  1000040620032 319.8

城主になった女 井伊直虎 梓澤 要／著 1000040624407 289/ｲ

★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

はじめての今さら聞けないエクセル 羽石 相／著 1000040626407 007/PC

世界幸福度ランキング
上位13カ国を旅してわかったこと

マイケ・ファン・デン・ボーム／著 1000040617571 151



©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

＜１０月の展示＞

大特集（正面玄関ホール）『 時のたつのも忘れて…推理小説・時代小説 』10/1～10/26

中特集（大型本コーナー）…前半 『 スポーツ・健康 』／後半 『 鉄道 』
※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！「６」 』

児童コーナー特集…『 おいしい秋みつけた 』

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。


