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【　10日(土)～13日(火)　】
二次利用

   は、
自主学習コーナー実施日です

毎月２３日は
家庭読書の日

夏休み工作教
室

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 [https://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/]

◎携帯電話 [https://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/]

にしだい おはなし会

＜ 8月の展示 ＞
大特集（正面玄関ホール）『 夏は「ＹＡ」 』

中特集（大型本コーナー）…前半 『 水の日 』

後半 『 野菜の日 』

※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）…『 本の住所 「4門の本」 』

児童コーナー特集…『 調べる学習おたすけ本 』 『 なつがきた！！ 』

< 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月の休館日は2日（月）、17日（火）、30日（月）です♪

西台図書館の

Facebookはこちら！

< １０（土）～１３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）

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



　

 

 

コンピュータサイエンス図鑑 クレール・クイグリー／著 1000050234006 007.6

東京の幽霊事件‐封印された裏歴史‐ 小池　壮彦／著 1000050234331 147.6

 ★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

日本文化を語る 竹内　佐和子／著 1000050233947 361.5

巨大古墳の歩き方‐古代史散策ガイド‐ 大塚　初重／監修 1000050234517 210.32

体が整うツボの解剖図鑑 福辻　鋭記／著 1000050233711 492.7

緑の家。
‐暮らしを彩る、庭のある住まい‐

1000050233736 527

953.7/ﾈ

日本観光列車100パーフェクトガイド 谷崎　竜／著 1000050233872 686.2

日本の文様解剖図鑑 筧　菜奈子／文・絵 1000050234148 727

村山　祐司／監修

校閲記者の日本語真剣勝負 東京新聞・中日新聞／編 1000050232671 810.4

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

旧友再会 重松　清／著 1000050234076 913.6

秋の火 イレーヌ・ネミロフスキー／著 1000050234245

ようこそ海へ-まほうの絵本屋さん- 小手鞠　るい／作 1000050234246 E

八月のひかり 中島　信子／著 1000050234783 91/ﾅｶ

生きているシーラカンスに会いたい！ 岩田　雅光／著 1000050233945 Y48

　★児童書

むかしといまくらべてさがして
地図たんけん

香西かおり　全曲集2019 香西　かおり 3000050004495 DP/ｺ

　★CD

クリムトとウィーンの音楽
ウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団　ほか
3000050004602 DG/ｸ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050233961 44

～ 映画会のお知らせ ～

時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け ８月１０日（土）

「うっかりペネロペ うたおう、あそぼう編」 39分 カラー アニメ

「ペネロペのはる、なつ、あき、ふゆ」「ペネロペ、なわとびをする」

「ペネロペ、ちきゅうをまもる」「ペネロペのこもりうた」

「ペネロペ、いまなんじ？」「ペネロペとおつきさま」「ペネロペのゆうびんやさん」の７話上映♪

★一般向け ８月２４日（土）

「可愛い配当」 81分 白黒 アメリカ製作 (1951年)

《エリザベス・テーラーに赤ちゃん誕生！？》

結婚をした若い夫婦と、「まだおじいちゃんと呼ばれたくないが孫も可愛い」

という複雑な心境ぶりがスペンサー・トレイシーの名演技でほのぼのと心にしみる。

＜ 自主学習コーナーのお知らせ ＞
期間： ７月２１日（日）～８月３１日（土） ※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、専用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＞

絵本づくりワークショップ

図書館でオリジナル絵本をつくってみよう！

日時：１０月２０日（日）・１０月２７日（日）・１1月１０日（日）

13：00～1６：00

対象：区内在学・在住の小学生 定員： 先着２０組

９月２１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。

西台図書館 利用者懇談会
皆様のご意見・ご要望をお聞かせください

日時：９月１１日（水） １３：３０～
場所：西台図書館視聴覚室

定員：１０名（事前申込不要、先着順）

日時：９月８日（日） １４：００～１６：００ （開場 １３：４５）

場所：西台図書館視聴覚室

対象：中学生以上 定員：20名

８月１７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。

幸せを呼ぶ♪ 整理収納 基本講座


