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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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おはなしかいプチ

おはなし会　　  板橋区立図書館ホームページ
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22 23 24 25 26

☆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。

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：９月２２日（金）～９月２４日（日） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：９月７日（木）～９月１１日（月） 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。

*二次利用 雑誌：１０月７日（土）～１１日（水） 一般：１０月２０日（金）～２２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）

申込：９月１０日（日）午前９時～ 志村図書館カウンターまたはお電話でお申込ください。

講師：足立多歌子氏（ナブアリアフラスタジオ）

氷解！痛快！ヨミダス歴史館
～犯罪記事だけじゃない、広告やデザインから小説まで新聞データベースを使いこなそう！～

日時：９月２４日（日）午後２時～午後３時３０分（開場：午後１時４５分）

場所：地下1階視聴覚室 定員：１２名（中学生以上）

申込：９月４日（月）午前９時～ 図書館カウンターまたは電話でお申込下さい。

防災展
日時：９月３日（日） １０時～１２時

◇応急救護・ＡＥＤ体験会（定員10名） 場所：地下1階視聴覚室

図書館カウンターまたは電話でお申込み下さい。

◇防災相談・防災グッズの展示 場所：志村図書館エントランス

◇ミニ防火衣試着体験・消防車試乗体験（小さなお子様向け） 場所：志村図書館駐車場

※緊急出動があった際はやむなく中止する場合がございます。

※９月の月末休館日は１０月２日です。

秋のスタンプラリー

10/21～11/19

図書館員の選ぶ100

冊10/27～11/9

櫻井徳太郎展 9/25～10/1

櫻井徳太郎展
～板橋区ゆかりの民俗学者・櫻井徳太郎生誕１００周年を記念して展示を行います～

期間：９月２５日（月）～１０月１日（日）

場所：志村図書館地下１階視聴覚室



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：83分
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　９月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊９月２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

９月の展示テーマ

一般コーナー
『もしもに備えた暮らし方』

児童コーナー
『いただきまーす』

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：９月６日・１３日・２０日・２７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：９月２０日・２７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

１００００５００５９３４３

淹れ方により変化する柔軟性や、新潮流のシングルオリジンなど、再発見の多い日本茶の

世界。日本人の多くが気付いていない日本茶の魅力を、スウェーデン生まれの著者が紹介

する。

請求記号

596僕が恋した日本茶のこと

タイトルコード

１００００５００５９２００

あなたは月についてどれくらい知っていますか？月にまつわることがらを科学的に、写真

や図版を使ってわかりやすく解説し、日本人が月に対して感じる思いなどを紹介します。

請求記号

44月学 稲葉 茂勝 著

地震が起こった時、台風がくる時、大雪が降った時、どうしたらいいんだろう？いろいろな災

害から身をまもるために、気をつけなければならないことを、具体例をまじえながら解説しま

す。

請求記号

36みんなの防災えほん 山村 武彦 監修

おいしそうな子ねずみを見つけたやまねこ。舌なめずりをして近づくやまねこの前に、よれよ

れの父ちゃんねずみが現れます。やまねこの気持ちはだんだん変わっていって・・・。大迫

力の「お父さん絵本」

請求記号

E
あいたくなっちまったよ

きむら ゆういち 作 竹内 通雅

タイトルコード

１００００５００５９１６４

ホールだけがクラシックコンサートの場ではない。華やかさとは正反対の手法でクラシック音

楽の命脈を保ってきた、地域に根ざしたコンサートの主催者たちを訪ね、新しい文化事業の

あり方とまちづくりを提言する。

請求記号

760クラシックコンサートをつくる。つづける。平井 滿 著

タイトルコード

１００００５００５９８０４

大災害による被害を最小限に食い止めるために、おやこで今からできる備えを紹介。「もし

も」の時の防災シュミレーション、避難生活で必要な物、火も水も使わない即食レシピなども

収録する。コラムも掲載。

請求記号

369.3「もしも」に役立つ！おやこで防災力アップ
今泉 マユ子 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

おはなしをしたあとに工作をします。

どうぞご参加ください。

開催日：９月２３日（土） 午前１１時

場 所：地下１階 視聴覚室

ブレケル・オスカル 著

タイトルコード

１００００５００５９７７６

タイトルコード

１００００５００５９５７３

サマセット・モームの小説「人間の絆」の映画化作品。

医学生のフィリップは、ウェイトレスのミルドレッドに夢中になるが、

彼女は浮気者で男の出入りが絶えず、彼が求婚するも断られてしま

う。 しかし、やがて妊娠した彼女が再び彼の前に


