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２０１７年　１０月号

日 月 火 水 木 金 土
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   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
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おはなし会

　　  板橋区立図書館ホームページ
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23

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（火）～１１日（土） 一般：１１月２４日（金）～２６日（日）

楽しく踊ろう！フラダンス

日時：平成２９年１０月３日（火）午後１時～午後２時（開場 １２時４５分）

場所：志村図書館 地下１階視聴覚室

定員：１５名（どなたでもご参加できます）

講師：足立多歌子氏（ナブアリアフラスタジオ）

志村図書館落語会
日時：１１月１２日（日） １４：００～１５：３０ （開場１３：３０～）

場所：志村図書館 コミュニティホール３階 レクリエーションホール
定員：１００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：１０月１５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ください。

出演者：入船亭小辰（いりふねていこたつ）

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：１０月２０日（金）～１０月２２日（日） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：１０月７日（土）～１０月１１日（水） 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～本に恋する季節です！～
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（金）～１１月９日（木）

実施館： 清水・蓮根・西台・志村各図書館

秋のスタンプラリー
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：１０月２１日（土）～１１月１９日（日）

図書館員の選ぶ１００冊

１０/２７～１１/９

図書館員の選ぶ１００冊

秋のスタンプラリー

１０/２１～１１/１９

秋のスタンプラリー

※受付終了しました。



　

後年のヒッチコックのコメディータッチが感じられる無声映画。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：９８分

＊ 新着ＣＤは１０月３日（火）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：３５分
ふん

農夫の妻

☆児童書

10月21日 妻に先立たれた中年男がそろそろ後妻を探そうと、家政婦と相談しながら

一般 候補者を選びプロポーズをするが、うまくいかない。
（土）

失望した彼がやっと見つけた自分に最も合う相手とは・・・

グリム名作
めいさく

童話
どうわ

集
しゅう

４

10月7日 ●おおかみと老犬
ろうけん

ズルタン

幼・児
●王様

おうさま

と１００匹
ぴき

のうさぎ
（土）

●ヘンゼルとグレーテル

　１０月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊１０月７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

１０月の展示テーマ

一般コーナー
『いろんな秋、あります。』

児童コーナー
『あき、みーつけた♪』

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４日・１１日・１８日・２５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１８日・２５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

１００００５００６５３６０

１５歳で上京、VANとの出会い、仲間たちへの感謝と未来への航路・・・。１９７９年、社会現

象とまでなった「ＢＯＡＴ ＨＯＵＳＥ」を生み出した著者が、自身の半生とジョイマーク・デザイ

ン社の歩みを語る。

請求記号

289シ
ボートハウスの奇跡 下山好誼 著

タイトルコード

１００００５００６９３４２

「星の文人」野尻抱影が、ギリシャ、日本、中国など世界各地に伝わる秋と冬の９つの星

座にまつわる物語を紹介。美しい星の写真とイラスト、星座の詳しい解説も掲載する。

請求記号

44
写真で見る星と伝説 秋と冬の星

野尻抱影 文 八板康麿 写真

光を表現する金属打楽器・シンバル、世界一むずかしい金管楽器・ホルン、モンゴル起源

の小さなビオラ・バイオリン・・・。オーケストラの楽器について解説します。

請求記号

76
わくわくオーケストラ楽器物

八木倫明 文 小澤一雄 絵

ぼくの持ってる不思議な「すっぱりめがね」。このめがねをかけてのぞくと、なんでもすっぱり。

中身が見えるんだ。腕時計、ピアノ、くるま・・・。身の回りのものの断面を緻密な絵でのぞけ

る、好奇心を育む絵本。

請求記号

Eすっぱりめがね 藤村賢志 作

タイトルコード

１００００５００６５１９９

全国の寺社約２２００を記載した地図帳。各地の信仰、主な寺社・おススメの寺社、祭り・神

事などについて都道府県別に豊富な写真を交えて解説する。参詣に役立つ基礎知識も掲

載。

請求記号

175
地図でめぐる神社とお寺 帝国書院編集部 著

タイトルコード

１００００５００６５８７４

恋愛、祭り、祝い事、時には喧嘩など、交互に歌いコミュニケーションをとる文化の存在。日

本の奄美や、中国少数民族の壮族、白族、苗族のウタシャ、歌師へのインタビューから東ア

ジアの歌文化の諸相に迫る。

請求記号

388
歌を掛け合う人々 東アジアの歌文化 真下厚 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

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２８日（土） 午前１１時

場 所：地下１階 視聴覚室
タイトルコード

１００００５００６９２７８

タイトルコード

１００００５００６９４８２


