
　 　 　 　

　 　

　

　

　【　９日(土)～１２日(火)　】     二次利用
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休館日

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

＜ 9月の展示 ＞

大特集（正面玄関ホール）『 「防災」に目を向けて 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 礼 』／後半 『 怒 』
※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・・・？「5門の本」 』

児童コーナー特集…『 たんけんしよう！ 』

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。

< ９日（土）～１２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）

＜特別整理期間＞



　

 

ちょっぴりおかしなどうぶつえん

5th　アニバーサリーベスト 家入　レオ 3000050001359 ＤＰイ

　★CD

ひよっこ 宮川彬良 3000050001640 ＤＨヒ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050053617 E

１４歳からの天文学 福江　純／著 1000050051630 Y44

　★児童書

きのこのふしぎえほん 山本 亜貴子/作・絵 1000050055051 47

幽霊屋敷のアイツ  川口 雅幸／著 1000050055849 91/ｶﾜ

アリソン・ジェイ／作・絵

難しいことはわかりませんが、
英語が話せる方法を教えて下さい！

スティーブ・ソレイシィ／著 1000050055844 830

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

明治乙女物語 滝沢　志郎／著 1000050051871 913.6

階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク／著 1000050050012 943/ｼ

オウンドメディアのつくりかた
-「こうあるべき」に囚われなくなる暮らし方・考え方-

鷹木　創／著 1000050055259 675

コンプレックス文化論 武田　砂鉄／著 1000050053345 770

12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤　龍一／著 1000050051247 421

冷凍保存レシピＢＯＯＫ
-解答テクがおいしさのコツ！-

鈴木　徹／監修 1000050052058 596

失敗の法則
-日本人はなぜ同じ間違いを繰り返すのか

-
池田　信夫／著 1000050053647 302.1

甲骨文の話 松丸　道雄／著 1000050051874 222

★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

これだけは知っておきたい
「著作権」の基本と常識

宮本　督／監修 1000050055531 021

日本の古寺１０１選
-宗派別に特長と楽しみ方がわかる！-

廣澤　隆之／監修 1000050053572 185

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ９月９日（土）

「トーベ・ヤンソンのムーミンズ」 カラー アニメ 34分

★一般向け ９月２３日（土）

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」
白黒 117分 イタリア製作 (1942年)

北イタリア、ポー河沿いのドライブイン・レストランに、ジーノという流れ者の男がやってきた。

男は、レストランの経営者の妻、ジョバンナと関係を持つようになる。

夫にあきあきしていたジョバンナは、ジーノと共謀して事故を装って夫の殺害に成功。

まんまと保険金をせしめるが・・・。

【 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： 9月25日（月）～30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。

秋を楽しむ ワイン講座
ワインをただ飲むだけではもったいないと思いませんか？

産地や年代を知り、色々な味覚を添えて、美味しく楽しいワインの味わい方を学びましょう！

※ワインの試飲は致しません

日時： 10月1日(日) １４：００～１５：００

場所： 視聴覚室 対象：２０歳以上 定員：１５名

９月９日（土）９：００～ 西台図書館カウンターまたはお電話にて受付。

定員に達し次第、お申込みを終了とさせて頂きます。


