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【10/27(日)～11/9(土)】
図書館員の選ぶ100冊の本

おはなしかい

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

＜ 10月の展示 ＞
大特集（正面玄関ホール）『 楽しもう「スポーツ」 』 （10/1～10/26）

『 図書館員の選ぶ100冊の本 』 （10/27～11/9）

中特集（大型本コーナー）…前半 『 鉄道の日 』

後半 『 あかりの日 』

※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 「6門の本」 』

児童コーナー特集…『 かくれんぼしましょ♪ 』

< 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。

11月の休館日は18日（月）です♪

25日（月）～30日（土）は特別整理期間のため休館します。

西台図書館の

Facebookはこちら！

< １２（土）～１５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

印刷 東京都立志村学園高等部就業技術科



　

 

 

学び効率が最大化するインプット大全 樺沢 紫苑／著 1000050243122 002.7

完璧を求める心理
‐自分や相手がラクになる対処法‐

櫻井 茂男／著 1000050245084 146.2

 ★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

僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見 陽平／著 1000050244613 367.3

旅する琉球・沖縄史 真栄平 房昭／著 1000050244521 219.9

世界でいちばん素敵な単位の教室 丸山 一彦／監修 1000050244191 420.7

空色のクリームソーダRecipe tsunekawa／著 1000050245061 596.7

936/ﾊ

ネイティブにほめられる英語 西 真理子／著 1000050245095 670.9

面白いほどよくわかる浮世絵入門 深光 富士男／著 1000050244443 721.8

土屋　健／著

まとまる！決まる！動き出す！
ホワイトボード仕事術

谷 益美／著 1000050244368 809.6

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

虹にすわる 瀧羽 麻子／著 1000050244773 913.6

詐欺師をはめろ
‐世界一チャーミングな犯罪者ｖｓ.FBI‐

デイヴィッド・ハワード／著 1000050244469

じゃない！ チョー　ヒカル／作 1000050244763 E

七不思議神社 緑川　聖司／作 1000050245052 91/ﾐﾄ

〈ビジュアル入門〉ラグビーがわかる本 DK社／編著 1000050244236 Y78

　★児童書

ヘンなかたちの化石
-これ恐竜・古生物のどの部分？-

ＳＥＩＫＯ　ＪＡＺＺ　２ 松田　聖子 3000050004340 ＤＭ/ﾏ

　★CD

オペラを聴きたくて
～美しい花々を愛でながら～

ルネ・フレミング 3000050004581 ＤＦ/ｵ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050244531 45

～ 映画会のお知らせ ～
時間： １４：００ ～ 場所： 視聴覚室

★子ども向け １０月１２日（土）

「 世界絵本箱⑭ 」 34分 カラー アニメ

「ちいさなちいさなえほんばこ」「かいじゅうたちのいるところ」「まよなかのだいどころ」

の3話上映♪

★一般向け １０月２６日（土）

「 アンナ・クリスティ 」 89分 白黒 アメリカ製作 (1930年)

落ちぶれ船員の今の住処はおんぼろ船室。田舎の生活に失望した娘のアンナが戻ってきて、

父と共に船上生活を始める。ある日、若く向こう気の強い男を難破船から助ける。

しばらく一緒に生活するうちに結婚を迫られるが…。

清水・蓮根・西台・志村４館合同企画

『 図書館員の選ぶ１００冊 』
2019年のテーマ「～おかえり、栞の場所で待ってるよ～」

図書館員が選んだおすすめ本１００冊を展示します。

期間： １０月２７日（日）～１１月９日（土） 展示場所：正面玄関ホール

休館のお知らせ

西台図書館は、特別整理期間のため休館致します。

期間 ： １１月２５日(月)～１１月３０日（土）

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

目指せ将棋マスター！

中高生のための将棋入門

～基本から実戦まで～

日時：11月２日（土） 14：00～16：00

対象：中学生・高校生 定員： 20名 場所：視聴覚室

１０月５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。


