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地域さんぽ 図書館員の選ぶ１００冊
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☆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。

*二次利用 雑誌：１０月9日（日）～１3日（木） 一般：１０月21日（金）～23日（日）

特別整理期間
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9月17日
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9月3日 ●さんびきのこぶた
幼・児

●星
ほし

のコスモス
（土）

　９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

９月の展示テーマ

一般コーナー
『安心安全な暮らしを考える』

児童コーナー
『わんわんにゃーにゃー』

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7日・１４日・２１日・２８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２１日・２８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

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２４日（土） 午前１１時～

場 所：地下１階 視聴覚室

１９４３年度アカデミー作品賞・監督賞・脚色賞を受賞し、アメリカ映画史に今

なお燦然と輝く、不滅の人気作品。

１９４１年、当時フランス領だったモロッコの都市・カサブランカを舞台に、ラブ・

ロマンスだけでなく、友情、政変に翻弄される人々などが描かれている。



＊ 新着ＣＤは９月１日（木）からの提供です ＊

☆児童書

　新刊図書のご案内　＊９月３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

１００００４０６２０３８９

カリブ海に沈んだまま、これまで誰も見つけることができなかった、ジョセフ・バニスターの

ゴールデン・フリース号。2人の果敢なトレジャー・ハンターが、海賊船をさまざまな苦労の末

に探し当てるまでを追ったドキュメント。

請求記号

３６８海賊船ハンター

タイトルコード

１００００４０６２０１５９

あかいとりや、あおいとり。おおきいとりに、ちいさいとり。さあ、みつけられるかな？かず、い

ろ、大きさに初めてふれる、あかちゃん絵本。

請求記号

Ｅ／コ
とりがいるよ

風木 一人作

うさぎのサニーちゃんは世界各地で苦しんでいる仲間に会うために、旅に出ました。行き先

は、紛争のただ中にあるシリア。そこで出会ったのは、離れ離れになった友だちを探している

という女の子でした-。

請求記号

Ｅサニーちゃん、シリアへ行く 長有紀枝 文

どこにあるのか見えないこころ。だけど、わたしたちの声や表情、仕草、そして何より言葉は、

こころの状態を表現する-。「友だちと喧嘩した」など、いろいろな場面での言葉や表現の仕

方と、こころの動きをやさしく解説する。

請求記号

１４
こころのふしぎたんけんえほん平木 典子 著

タイトルコード

１００００４０６２０１５８

生物の進化は、「進化くん」が内職でやっていた。彼の失敗やまちがいのおかげで、地球には

かくも多様な生命があふれている-。ユニークな生物を、進化を擬人化した「進化くん」との

会話で紹介する写真集。

請求記号

480進化くん マラ・グランバム 著

タイトルコード

１００００４０６１９９０２

もう会えなくなった人に手紙を届けてくれるという天国ポスト。今日も誰かがやってきました。

想いを伝えるために-。ポストに投函された心にしみる73通の手紙を紹介します。志茂田景

樹による描き下ろしエッセイも収録。

請求記号

816天国ポスト 寺井 広樹 著

ロバート・カーソン 著

タイトルコード

１００００４０６２００００

タイトルコード

１００００４０６１９５００



   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

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：９月２３日（金）～９月２５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（水）～９月１１日（日） 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。

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。

地域さんぽ
志村図書館からいたばしボローニャ子ども絵本館までの旧跡・名所を散策します。

日時：10月23日（日） １０時～１２時
集合場所：志村図書館 ※雨天中止

解散場所：いたばしボローニャ子ども絵本館

定 員：２０名（中学生以上）

参 加 費：５０円（傷害保険料として。当日集金いたします。）

申 込：９月２２日（木）から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。

親子でたのしむ３ Ｂ 体 操
３Ｂ体操とは、誰でも無理なく、楽しむことができる体操です。

日時：９月２５日（日） １４時～１５時３０分（開場13時45分）

場所：志村図書館 地下１階 視聴覚室

定員：7組

申込方法：９月４日（日） ９時～ カウンターまたはお電話にてお申込ください。

講師：高橋美佐子氏（公益社団法人 日本３B体操協会）

さんびー


