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【１０/２７（金）～１１/９（木）】
 図書館員が選ぶ１００冊の本

【１０/２１(土)～１１/１９(日)】秋のスタンプラリー
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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

印刷 東京都立志村学園高等部就業技術科

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）『 図書館員が選ぶ１００冊の本 』 (～11/9)

『 子育て・親育て 』（11/10～11/29）

中特集（大型本コーナー）…前半 『 哀 』／後半 『 楽 』
※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・・・？「７門の本」 』

児童コーナー特集…『 あきいろいろ 』

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。

12月の休館日は18(月)・29(金)・30(土)・31(日) です♪

< １１日（土）～１４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）



　

 

 

スープになりました

メロドラマ LORDE（ロード） 3000050001756 DOロ

　★CD

夏目友人帳　伍・陸 吉森　信 3000050001639 DHナ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050068032 E/ｺ

大人になったらしたい仕事
-「好き」を仕事にした35人の先輩たち- 朝日中高生新聞編集部／編 1000050071891 Y36

　★児童書

冬眠のひみつ  近藤 宣昭／監修 1000050069254 48

ヘッチャラくんがやってきた! さえぐさ ひろこ／作 1000050071212 91/ｻｴ

 彦坂 有紀／作

墨の香 梶　よう子／著 1000050071243 913.6

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

樹脂 エーネ・リール／著 1000050067767 949

文豪の女遍歴 小谷野　敦／著 1000050073215 S910

あなたの聴き方を変えるジャズ史 村井　康司／著 1000050069692 764

オックスフォードの英語
-「知性」と「教養」を感じさせる話し方-

岡田　昭人／著 1000050066112 837

ちょっとよそ行き 中野　ユカリ／著 1000050066231 593

「こんなもの誰が買うの？」がブランドにな
る

-共感から始まる顧客価値創造-
阪本　啓一／著 1000050068112 675

十二支読本
-暦と運勢のしくみを読み解く-

稲田　義行／著 1000050070938 449

口ベタでも、人を動かすうまい質問 神岡　真司／著 1000050069803 361.4

 ★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

男と女のアドラー心理学 岩井　俊憲／著 1000050066380 143

暗い時代の人々 森　まゆみ／著 1000050029903 281

～ 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１１日（土）

「トムとジェリー ③」 カラー アニメ ５２分

★一般向け １１月２５日（土）

「制服の処女」 ８５分 白黒 ドイツ製作 (1931年)

規則づくめの女子高の寮生活。

世間体しか考えない校長は、管理する事だけが教育と心得ている。

そんな中で美しくて生徒の気持ちを考えているベルンブルグ先生は、

すべての生徒の憧れの的だ。

10/27（金）～11/9（木）は読書週間です

＜ 子ども向け 秋のスタンプラリー ＞
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、「がんばったで賞」をプレゼント☆

期間 ： １０月２１日 （土）～１１月１９日 （日）

＜清水・蓮根・志村・西台図書館の図書館員が選ぶ１００冊の本 ＞

『本に恋する季節です』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♪ステキな本と出会えますように・・・！

期間 ： １０月２７日 （金）～１１月９日 （木） 展示場所：正面玄関ホール

西台ウォーク

西台図書館から高島平図書館前まで徒歩で名所を巡り、秋を楽しみましょう♪

日時： １１月５日(日) １０：００～１２：３０ 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）

西台図書館カウンター・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。


