
　住所:〒１７４－００５１　板橋区小豆沢１－８－１　　　　    電話:（５９９
４）－３０２１　　　　お問合せ　板橋区立志村図書館

   　　　　　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。

　　  板橋区立図書館ホームページ

    ◎携帯電話　[http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/]
◎パソコン　[http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/]
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春のスタンプラリー
4/20～5/19
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☆開館時間

午前９時～午後８時

★休館日
(土・日曜日、祝日と重なる時は、翌日)

定期休館日 毎月第３月曜日

館内整理日 毎月末日

≪お願い≫

館内所定の場所以外での飲食、

喫煙 ・ 酒気を帯びての入館、

携帯電話の電源を入れたままでの

入館および館内での使用は

ご遠慮ください。

春のスタンプラリー開催中！
シールをあつめてクイズにこたえて

『がんばったで賞』をもらおう！

期間：４月２０日（土）～５月１９日（日）

みんなでViscuit（ビスケット）
日本で開発されたプログラミングツール（Viscuit）を使います。

作ったプログラミングで動く様子を体験します。

日 時：６月９日(日) 午後２時～午後３時３０分

(開場：午後１時４５分)

場 所：志村図書館地下１階視聴覚室

定 員：１２名（保護者同伴可）

対 象：小学生 費 用：無料 講 師：内田 維人

申 込：５月１２日(日)９時～

志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込み下さい。

※６月の月末休館日は７月１日(月)です。

手話で話そう！
日 時：５月１２日(日) 午後２時～午後３時３０分（休憩あり）

場 所：志村図書館地下１階 視聴覚室

定 員：１５人 対象：小学生 費用：無料

内 容：子ども向け初めての手話体験講座

申 込：４月１４日(日)午前９時～

志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込下さい。

志村図書館 外壁補修工事等のお知らせ

期間：2019年７月～2020年２月末日（予定） 内容：外壁補修及び屋上防水工事
工事期間中は駐輪場が閉鎖になります。自転車、バイク等でのご来館はご遠慮いただけますようお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。



 

　５月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊ ５月4日（土）より貸出（予定）できる本の一部です ＊

∞　会場 ： 地下１階　視聴覚室　時間 ： 午後２時　から　∞ ★一般書

月　日 対　象 　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル・内容

●ももたろう

5月4日 ●きんたろう
幼・児

●うしわかまる
（土）

                            　　　　　　　　　　 上映時間：127分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：29分
ふん

一命

☆児童書

5月18日
一般

（土）

江戸時代初頭、生活に困窮した浪人たちの間で『狂言切腹』が流行していた。

それは、裕福な大名屋敷に押しかけ、庭先を借りての切腹を願い出て、面倒を

避けたい屋敷側から職や金銭を貰い受けるという、都合のいいゆすりだった。

ある日、井伊家の門前に切腹を願い出る浪人が現れた…

＊ 新着ＣＤは５月８日（水）からの提供です ＊

おはなし会のお知らせ
絵本や紙芝居・手遊びなど楽しいおはなし会を

行っています。どうぞご参加ください。

開催日：５月１日・８日・１５日

２２日・２９日（水）

時 間：午後３時３０分

場 所：地下１階 視聴覚室

おはなしかいプチ
手あそびやわらべうた、赤ちゃん向けの絵本の紹介など

小さなお子様といっしょに楽しい時間を過ごしませんか。

開催日：５月１5日・２2日（水）午後２時３０分

場 所：地下１階 視聴覚室

対 象：０歳～２歳くらいまでの

お子様と保護者の方

タイトルコード

１００００５０２１６４５７

世界の名だたる宗教は、どのように生まれ、広がったのか。５大宗教の紆余曲折をはじめ、古

代の宗教、ジャイナ教やゾロアスター教、中国の儒教や道教、日本の神道、そして現代の新し

い宗教まで、論理的に解説する。

請求記号

162若い読者のための宗教史

タイトルコード

１００００５０２１５５２７

家族で動物保護センターに行ったみほは、耳の先だけ茶色くて、アーモンド形の瞳は真っ黒

の犬、ブランと出会う。ケージにはりついて震えている姿にみほの胸がキュンとなった。「だい

じょうぶだよ」と、心をこめてささやき…。

請求記号

91ﾔﾂ

都道府県別にっぽんオニ図鑑
山崎 敬子 ぶん スズキ テツコ え

北海道登別の湯を守る「湯鬼神」、島根県の石見神楽に登場する豪華なオニ…。日本

全国の「オニ」やオニのような存在のもの、オニにまつわる行事を、イラストでわかりやすく

紹介する。

請求記号

Ｅ

ブランの茶色い耳
八束 澄子 著 小泉 るみ子 絵

宇宙人はいると信じて、遠い星にやってきた主人公。「必ずみつけてみせる」意気込むが、

まわりには岩と土しか見えなくて…。宇宙人はいるのか、いないのか？読者だけが答えを

知っている、ユーモアの絵本。

請求記号

38

うちゅうじんはいない！？

タイトルコード

１００００５０２１５８７１

請求記号

626.9

だれでもできるプランター菜園 決定版
原 由紀子 監修

タイトルコード

１００００５０２１６１３６

子どもの７人に１人が貧困というこの国で、私たちにできることとは？自らも壮絶な半生を乗り

越え、児童虐待防止の活動や、「子ども食堂」など生活困窮者への取り組みを行う著者が、

「負の連鎖を断ち切るため」に提言する。

請求記号

369.4富井 真紀 著

かるがもタイム～あかちゃんといっしょ～

を実施しています
（詳細は職員までお問い合わせください）

実施時間 毎月第３・４水曜日 午後２時～４時

リチャード・ホロウェイ 著

タイトルコード

１００００５０２１６０９６

タイトルコード

１００００５０２１６４９３

5月の展示テーマ

一般コーナー
『本で旅気分』

児童コーナー
『いつもありがとう』 ジョン・エイジー 作・絵

プランター菜園は、畑などの広い場所がなくても楽しめる家庭菜園。ベランダ、屋上、室内な

どのスペースがあれば、だれでも野菜を育てることができる。全５０種の野菜の育て方を、豊

富なプロセス写真で徹底解説する。

その子の「普通」は普通じゃない

わくわくワールド
絵本を読んだ後、工作をします。

どうぞご参加ください。

開催日：５月２５日（土）午前11時

場 所：地下１階 視聴覚室


