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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/]
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〒175-0045 板橋区西台3-13-2 ℡ 5399-1191
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にしだい おはなし会

＜ 7月の展示 ＞
大特集（正面玄関ホール）『 「涼しさ」を求めて 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 ピュア 』／後半 『 ジョイフル 』
※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！「3」 』

児童コーナー特集…『 なつ！うきうき 』

< 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。

8月の休館日は20日(月)、31日（金）です♪

< １４日（土）～１８日（水） > 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）

西台図書館の

Facebookはこちら！



　

 

 

あのくもなあに?

桂歌丸　　名席集　　③ 桂　歌丸 3000050002645 DV/ｶ

　★CD

リメンバー・ミー 3000050002787 DH/ﾘ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050130664 E

あなたは、あなたのままでいて
-Disney Princess Rule of Life-

ウイザード・ノリリー／文 1000050128886 Y15

　★児童書

なぜこうなった?あの絶景のひみつ  増田 明代／文・構成 1000050133065 45

こわめっこしましょ  tupera tupera／さく 1000050130842 E

富安 陽子／ぶん

ムダゼロ会議術 横田　伊佐男／著 1000050132968 809

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子／著 1000050131094 913.6

ラヴェルスタイン ソール・ベロー／著 1000050129030 933/ﾍ

育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」
佐々木　浩之／写真

戸津　健治／文
1000050130825 627

美術館へ行こう　-ときどきおやつ- 伊藤　まさこ／著 1000050128694 706

昆虫学者はやめられない
-裏山の奇人、徘徊の記-

小松　貴／著 1000050128617 486

大人のためのワイン絵本 ファニー・ダリュセック／著 1000050132914 588

没落するキャリア官僚
-エリート性の研究-

中野　雅至／著 1000050131346 317

ピーター・ティール
-世界を手にした「反逆の起業家」の野望-

トーマス・ラッポルト／著 1000050128329 289/ﾃ

 ★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

チューリングの考えるキカイ
-人工知能の父に学ぶコンピュータ・サイエンスの基礎-

阿部　彩芽／共著
笠井　琢美／共著

1000050130093 007

幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば 前田　まゆみ／訳・絵 1000050132551 159/ｼ

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ７月１４日（土）

「 おれたち、ともだち！ 」 ５２分 カラー アニメ

「ともだちや」「ともだち くるかな」「あしたも ともだち」「ごめんね ともだち」

★一般向け ７月２８日（土）

「 夏の遊び 」 ９６分 白黒 スウェーデン製作 (１９５１年)

新聞記者ダヴィッドの愛と仕事のどちらをとるか悩むバレリーナのマリー。

何者かにより届けられた昔の日記帳を読み、亡き恋人ヘンリックを思い出した彼女は、

ヘンリックとひと夏をすごしたストックホルム郊外の島を訪ねる。

＜ 自主学習コーナーのお知らせ＞

期間： ７月２２日（日）～８月３０日（木） ※休館日・イベント開催日は除く

時間： ９：００ ～ １７：３０ 場所： 視聴覚室前通路

夏休み期間中、１４席の学習机を設置しております。自主勉強にどうぞご利用ください。

ご利用の際はカウンターにてお申し込みください。＜先着順＞

調べる学習おやこ相談会

調べる学習コンクールに挑戦するみんなのお手伝いをします！

テーマの決めかた、本の探しかたなどなど♪

日時：７月２９日（日） 10：00～1１：３0 対象： 小学生 定員： １０名

７月７日（土）９：００～ カウンター・お電話にて申し込み受付。定員になり次第、締め切ります。

一日図書館員大募集

図書館のお仕事を体験してみませんか？

日時：７月２３日（月）・７月２４日（火） 13：00～15：00

対象：小学４年生～６年生 定員： 各日４ 名

７月１４日（土）９：００～ カウンター・お電話にて申し込み受付。定員になり次第、締め切ります。

関としお展 -平成を振り返る-

徳丸在住の漫画家・関としおさんの作品展

期間：８月１日（水）～８月１９日（日）

場所：正面玄関ホール


