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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

＜ ３月の展示 ＞
大特集（正面玄関ホール）『 「旅立ち」のとき 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 キュート 』

後半 『 ノスタルジック 』

※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！「９」（９２０～９９０） 』

児童コーナー特集…『 ひらひらはる 』

< 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。

4月の休館日は15日(月)です♪

西台図書館の

Facebookはこちら！

< 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）



　

 

 

図書館さんぽ
-本のある空間で世界を広げる-

図書館さんぽ研究会／編 1000050182315 010

日本のことわざを心に刻む
-処世術が身につく言い伝え-

岩男　忠幸／著 1000050184065 159/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

ラッピングアイデアブック オギハラ　ナミ／著 1000050184502 385

世界の国境を歩いてみたら…
-行かなきゃわからない国境のサプライズ！-

「世界の国境を歩いてみたら…」
番組取材班／著

1000050185937 290

世界のキレイでこわいいきもの パイインターナショナル／編著 1000050188215 460

段ボールはたからもの
-偶然のアップサイクル-

島津　冬樹／文と絵 1000050184933 585

950

ねこの法律とお金 渋谷　寛／監修 1000050185785 645

てのひらのえんぎもの
-日本の郷土玩具-

佐々木　一澄／文と絵 1000050188314 759

ビル・コッター／さく

英語は３語で伝わります
-どんどん話せる練習英文100-

中山　裕木子／著 1000050184590 837

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

おとぎカンパニー 田丸　雅智／著 1000050186490 913.6

ジョルジュ・サンド愛の食卓
-19世紀ロマン派作家の軌跡-

アトランさやか／著 1000050184385

火星を知る！ 三品 隆司／構成・文 1000050191034 44

ハニーのためにできること  楠 章子／作 1000050190045 91/ｸｽ

星の旅人
-伊能忠敬と伝説の怪魚-

小前　亮／著 1000050188006 Y28/ｲ

　★児童書

ぜったいに さわっちゃダメ？

「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」
VSキャラクターソングアルバム 3000050004002 DY/ｶ

　★CD

愛のよろこびは 藤木　大地 3000050003683 DF/ｱ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050192234 E/ｺ

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ３月９日（土）

「 トムとジェリー ⑥」 カラー アニメ 51分

「バラ色の人生」 「淋しがりや」 「猫はやっぱり猫でした」 「ネズミ取り必勝法」

「ジェリーの日記」 「春はいたずらもの」 「玉突きゲームは楽しいね」の7話上映♪

★一般向け ３月２３日（土）

「 鉄仮面 」 95分 白黒 アメリカ製作 (1929年)

時のフランスを牛耳る宰相リシリューは真の王子を誘拐して幽閉する。

さらにこの王子に鉄の仮面をかぶせて、偽の王子をたてて王位を奪い、

国の政治を我が物にせんと企む。

法テラスセミナー

【 相続・遺言の法律入門 】
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６日(土) １４:００～ (開場 13:45) 場所：視聴覚室

3月16日（土）９：００～、お電話または西台図書館カウンターにて申込受付。

< 春のスタンプラリー >

期間：４月２０日（土）～５月１９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。

シールを集めてクイズに答えると、「がんばった賞」をプレゼント☆

図書館からのお願い

転勤・転居の多い季節がやって来ました♪

利用カードをお持ちの方で、住所・電話番号等変更された方は、図書館カウンターにお申し

出ください。住所変更のお手続きは、新住所の確認できるもの（免許証・保険証等）をお持

ちください。

また、板橋区・隣接する区・市から転出される方や、卒業・転勤等で在学・在勤でなくなる方

は、利用カードを図書館へお返しくださいますよう、お願いいたします。


