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１０月２２日（火）～１１月３０日（土）

（西台は１１月２４日（日）まで）
スタンプラリークイズラリー
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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 [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

＜ 1１月の展示 ＞
大特集（正面玄関ホール）『 「育てる」をみんなで 』 （11/10～11/24）

『 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 『 古典の日 』

後半 『 カメラの日 』

※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 「7門の本」 』

児童コーナー特集…『 なーにがおちた？ 』

< 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。

12月の休館日は2日（月）、16日（月）、

29日（日）、30日（月）、31日（火）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）

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

＜特別整理期間＞



　

 

 

図解大学4年間のデータサイエンスが
10時間でざっと学べる

久野　遼平／著 1000050252851 007.60

究極の思考実験
‐選択を迫られたとき、思考は深まる。‐

北村　良子／著 1000050254958 116

 ★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

PUBLIC HACK
-私的に自由にまちを使う-

笹尾　和宏／著 1000050254834 318.7

まるまるサファリと大自然の本
-南部アフリカ旅ガイド-

武田　ちょっこ／著 1000050252281 294.8

あったか寒天スープ
‐1日2ｇで、すっきり快腸！‐

小菅　陽子／著 1000050254431 498.58

地形で読みとく都市デザイン 岡本　哲志／著 1000050254437 518.8

933.7/ｵ

オーガニック植木屋の剪定術
‐鳥・虫・草木と楽しむ‐

ひきちガーデンサービス／著 1000050254802 627.7

平成将棋名局百番 書籍編集部／編 1000050254571 796

高橋　うらら／著

パッ！と伝わる社会人の文章ルール 出口　汪／監修 1000050254644 816

作品名 著者名 タイトルコード 請求記号

競歩王 額賀　澪／著 1000050254242 913.6

戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ／著 1000050253086

グリドングリドン 宮西　達也／作・絵 1000050252814 E

ふしぎないどうどうぶつえん くさの　たき／作 1000050252419 91/ｸｻ

宮沢賢治の地学実習 柴山　元彦／著 1000050254153 Y45

　★児童書

風を切って走りたい！
-夢をかなえるバリアフリー自転車-

レッツ・ロック ザ・ブラック・キーズ 3000050004801 DL/ﾌ

　★CD

フィギュア・オン・クラシックス 3000050004686 DG/ﾌ

作品名 アーティスト タイトルコード 請求記号

1000050252346 53

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。

～ 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９日（土）

「 忍たま乱太郎の宇宙大冒険 」 50分 カラー アニメ

「太陽系の段」「月の段」の2話上映♪

★一般向け １１月２３日（土）

「 武器よさらば 」 83分 白黒 アメリカ製作 (1932年)

アメリカを代表する大作家であるアーネスト・ヘミングウェイの原作を映画化した作品。

第一次世界大戦中のイタリアを舞台に、野戦病院の運転手と看護婦の出会いと悲しみを

描いたラブストーリー。

期間：１０月２２日（火）～１１月３０日（土） （※西台は１１月２４日（日）まで）

お子さま向けにスタンプラリーとクイズラリーを

大人向けにクイズラリーを実施します。

区立図書館１２館を巡ってプレゼントをゲットしよう！

板橋区立図書館全館（開館時間 ９：００～２０：００）

いたばしボローニャ子ども絵本館（開館時間 １０：００～１７：００）

地図の上で板橋を歩こう：高島平編

日時：1２月７日（土） 14：00～15：30

説明：いたばしガイドボランティア「もてなしたい」

場所：西台図書館 視聴覚室 定員：2０名（中学生以上）

１１月９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。

スタンプラリークイズラリー


