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２０１６年　１０月号

日 月 火 水 木 金 土

1

12

おはなし会

13 14 15 16 17

6 7 8 9 10 11

24

おはなしかいプチ

おはなし会

☆開館時間
午前９：００～午後８：００

★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。

*二次用 雑誌：１１月７日（月）～１１日（金） 一般：１１月２5日（金）～２7日（日）

特別整理期間



のサイレント期を代表する傑作といわれている。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：９０分   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：２５分
ふん

生まれてはみたけれど

10月15日 ある家族が、上司の家の近所に引っ越してきた。小学生の二人の息子達は、学校

一般 仲間や上司の子ども達と遊ぶうちに、大人の社会の現実を垣間見る事となる。
（土）

子どもの視点から、サラリーマン社会の悲哀を描いた喜劇映画で小津安二郎監督

楽
たの

しいムーミン一家
いっか

２

10月1日
幼・児

（土）

　１０月の映画会のご案内

∞　会場 ： 地下１階　視聴覚室　時間 ： 午後２時　から　∞

月　日 対　象 　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル・内容

１０月の展示テーマ

一般コーナー
『図書館で秋、見つけた！』

児童コーナー
『あきをさがそう』

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：１０月１２日・１９日・２６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：１０月１９日・２６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

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

おはなしかいワールド

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：１０月２２日（土） 午前１１時～

場 所：地下１階 視聴覚室



＊ 新着ＣＤは１０月１日（土）からの提供です ＊

☆児童書

　新刊図書のご案内　＊１０月１日（土）より貸出（予定）できる本の一部です ＊

★一般書

タイトルコード

１００００４０６２８３９９

隈研吾の建築が生み出されるプロセスに、独創的・挑戦的な思想を感じ取ったフランス人

の人類学者と日本人の写真家が、隈事務所の日常をつぶさに観察することによって描き出

した型破りな「隈研吾論」。

請求記号

523
小さなリズム ｿﾌｨｰ･ｳﾀﾞｰﾙ 湊千尋 著

タイトルコード

１００００４０６２８５８１

ぼくとかげは、いつもいっしょ。でも、かげはときどき不思議なんだよ。ぐーんとのびたり、

かっくんとおれたり、ゆらゆらゆれたり。でも、かげはいなくなるときがあって・・・。

請求記号

Ｅかげはどこ 辻恵子 絵 木坂涼 文

「サバンナを風のように走りたい」と、チーターにあこがれ、「いつもお昼寝していてうらやまし

い」と牛にあこがれ、いろいろな動物にあこがれるキリンは、それらの動物になった夢を見る

が・・・。

請求記号

Ｅキリンですけど 丸山誠司 絵 高倉浩司 文

「日本のすがた」と日本各地のくらしの工夫を、立体地図と写真で紹介する本。1は、日本

のまわりの海、日本の気候区分などを解説し、あたたかい沖縄島のくらしと、淡路島、佐渡

島などの島を取り上げる。

請求記号

29立体地図で見る日本の国土とくらし１早川明夫 監修

タイトルコード

１００００４０６２８７７６

自然の中で草木と触れあう“自然浴”で健康になろう！森林樹木の働きを紹介するとともに、

森林の香りを形づくっている精油の特性や作用について説明する。木質材料が快適環境づく

りにどのように役立っているのかにも触れる。

請求記号

492
自然浴のすすめ 谷田貝光克 著

タイトルコード

１００００４０６２８８２８

天文学者である恋人エドを喪った大学生エイミー。失意の彼女の元に彼から次々とメールや

手紙が届く。彼が命を掛けて恋人に仕掛けた「謎」とは・・・。２０１６年公開映画を、監督が自

らの手で小説化した、喪失と再生と愛の物語。

請求記号

B973
ある天文学者の恋文 ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ﾄﾙﾅﾄｰﾚ 著

タイトルコード

１００００４０６２８８１９

タイトルコード

１００００４０６２８９９８



   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。

    ◎携帯電話　[http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/]
◎パソコン　[http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/]

住所:〒１７４－００５１　板橋区小豆沢１－８－１
電話:（５９９４）－３０２１お問合せ　板橋区立志村図書館

　　  板橋区立図書館ホームページ

休館日のお知らせ
１０月3日（月）～１０月8日（土）は特別整理期間のため、

志村図書館は休館となります。
本や雑誌の返却はブックポストをご利用ください。ＣＤやカセットテープ、区外からの

借受資料は、開館日にカウンターまでお持ちくださいますようお願い申し上げます。

志村図書館 体験講座

はじめての手話体験講座
はじめてでも話せる？はじめてだから楽しく覚えられる。

手話を通してコミュニケーションを深めてみませんか？

日時：１１月６日（日） １４：００～１６：００
場所：志村図書館 地下１階視聴覚室
定員：１５名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

対象：中学生以上 参加無料

申込方法：１０月１３日（木） ９時～

志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込ください。

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：１０月２１日（金）～１０月２３日（日） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：１０月９日（日）～１０月１３日（木） 開館時間内１人５冊まで

保存期間の過ぎた雑誌・一般書を無料でお譲りしています。期間中でも在庫がなくなり

しだい終了いたします。なお、袋等は用意しておりませんのであらかじめご持参ください。

図書館員の選ぶ１００冊～いざ、読書～
図書館員が選んだお薦めの本１００冊の展示、リストの配布をしています。

期間： １０月２７日（木）～１１月９日（水）

実施館： 清水・蓮根・西台・志村各図書館

板橋区立図書館全館合同企画

期間１０月２２日（土）～１１月２９日（火）

「図書館に行ってみよう！」スタンプラリー （小学生以下）

図書館に来るだけで一日一回スタンプを押します。５個たまったらささやかなプレゼントをさしあげます！

「２０１６ 図書館クイズラリー」 （一般）
各館を巡りクイズに答えて３問正解すると、ささやかなプレゼントをさしあげます！


