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防災展

   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。ぜひ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

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

24 25 26 27

ヨミダス歴史館

夏休み学生専用閲覧席 ～８月１8日（金）
※２日～６日、８日、９日、１６日を除く

☆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 ：８月２５日（金）～８月２７日（日） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：８月７日（月）～８月１１日（金） 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：９月７日（木）～１１日（月） 一般：９月２２日（金）～２４日（日）

＊まなぽーと大原

電話：03（3969）0401    ＦＡＸ：03（3969）0403

メール：osyakyo@city.itabashi.tokyo.jp

日 時：８月５日（土）～１３日（日） 午前９時～午後７時 ＊５日は１０時開場

場所： 板橋区立成増アートギャラリー（成増3-13-1 アリエス３階）
今年のボローニャ・ブックフェアに出展された児童書の中から、おすすめの絵本をご紹介します。

◆期間中、毎日お子さん向けのおはなし会を開催します。

調べ学習おたすけ隊

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
申込：８月１３日（日）午前９時～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。

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。

おしゃべり図書室 本の広場
日時：８月８日（火） 午後２時３０分～午後４時３０分 ※途中での入退室も可能です。

場所：志村図書館地下１階視聴覚室 対象：中学生以上２９歳以下 定員：２０名
申込：①氏名②住所③メールアドレス④年齢（学年）を明記の上、まなぽーと大原までお申込下さい。

第２５回ボローニャ・ブックフェアinいたばし 世界の絵本展

板橋区・板橋区教育委員会主催 図書館を使った調べる学習コンクール
夏休みを利用して、自分が興味を持ったテーマを公共図書館や学校図書館を利用して調べ、

どのように調べをすすめたか、その結果何がわかったかをまとめてください。

応募方法：テーマは自由 ☆５０ページ以内にまとめてください。画用紙１枚でも可。

☆小学生はＢ４サイズ、中学生はＡ４サイズまでです。

＊板橋区立の小中学校に通学している方は、学校に提出して下さい。

★ビブリオバトル テーマ「夏」 ※観覧のみ可

★ブックサロン 本を題材に話をしよう！

★図書館ツアー 図書館の裏側を覗いてみよう！



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：８６分

＊ 新着ＣＤは８月１日（火）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：５１分
ふん

我等の町

☆児童書

8月19日
一般

（土）

町の医師ギブスの家の長男ジョージと、町の新聞の編集発行者ウエップの家の長
女エミリーは、隣同士の家で生まれ育ち、やがて結婚し、子どもを授かる。二人目
の子のお産の時、エミリーは難産で死に瀕し、一旦仮死に陥ってしまったのだ
が・・・。舞台劇として世界各地で上演されているソートン・ワイルダーの戯曲の映
画化。

8月5日

（土）

幼・児
トムとジェリー⑤

　８月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊８月５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

８月の展示テーマ

一般コーナー
『振り返って考える』

児童コーナー
『さあ、ぼうけんだ！』

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：８月２日・９日・１６日・２３日・３０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：８月１６日・２３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

１００００５００５３８２８

人生100年。からだが資本！事故で一度は「働けるからだ」を失った著者が、元気なうちは

どうしても見過ごしがちな「長く働けるからだの育み方」と、リハビリで体得した「整え方」を紹

介する。

請求記号

494長く働けるからだをつくる

タイトルコード

１００００５００５３９２１

なぜ大人たちは戦争をするの？なぜ、テロや戦争をなくせないの？第二次世界大戦下、

隠れ家に暮らすユダヤ人の少女・ノエミと、学童疎開中の少年・風太。２人の目から見た

戦争を描く。

請求記号

９１コデ見上げた空は青かった 小手鞠 るい 著

そうたは、だじゃれがだいすき。学校からの帰り道。ゆうくんとだじゃれを言い合っていた。す

ると、トラがトランポリンをしたり、交番に小判が届いたり、町の中がだじゃれだらけになっ

て・・・。

請求記号

Ｅだじゃれかえりみち くせ さなえ 作・絵

バケツがころんで、みずたまりができた。そこへ、ヤマネコやフクロウ、いしころ、ゾウ、オオカ

ミなどが、つぎつぎとあらわれて・・・。妖しく美しい月夜の不思議な出来事を描いたおばけ

絵本。

請求記号

Ｅばけバケツ 軽部 武宏 作

タイトルコード

１００００５００５３３６９

セッケンの選び方、体と頭皮の洗い方、保湿・食事習慣、サプリメント・・・。加齢臭について、

現在あるさまざまな知見をわかりやすく整理。さまざまな商品を実際に試し、具体的にどうし

たらいいのかを提案する。

請求記号

494
におわない人の習慣 奈良 巧 著

タイトルコード

１００００５００５３３７３

「猫は、好きをおさえない」「猫は、今を噛みしめる」「猫は、当たり前に忘れる」・・・。可愛くて、

くすっと笑えて、じんわり沁みるー。6歳のオス猫・コウハイを中心に、友人や知人と猫のこと

など、日々の出来事を綴る。

請求記号

645
猫は、うれしかったことしか覚えていな 石黒 由紀子 文

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

なつやすみ工作会

とりのおもちゃをつくります。
どうぞご参加ください。

開催日：８月２６日（土） 午前１１時～

場 所：地下１階 視聴覚室

かじやま すみこ 著

タイトルコード

１００００５００５３４８０

タイトルコード

１００００５００５３２０３


