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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：１月７日（土）～１１日（水） 一般：１月２０日（金）～２２日（日）

年末年始休館日12/29～1/4

雑誌二次利用



ま

 

会い、恋に落ちるが…。Ｄ．Ｗ．グリフィスによるサイレント作品。　　上映時間：109分

　　　　　　　　                                                       　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：23分
ふん

東への道

12月17日 ニューイングランドの片田舎に母と住むアンナは、生活に困って、親戚の家を頼りに

一般 するが、そこで出会った遊び人の男に騙されてしまう。噂を立てられ、町を出た
（土）

アンナは、安住の地を求めて、さまよい、東部の町にたどり着く。やがて美青年と出

すてきなコンサート

12月3日 サベアとエベアは、おとうさんにつれられて、いまもっとも人気
にんき

の歌手
かしゅ

エリザベッツさん

幼・児
のコンサートにやってきました。すてきなクリスマスの日のおはなしです。

（土）

　１２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

１２月の展示テーマ

一般コーナー
『２０１６年もあと少し』

児童コーナー
『もうすぐハッピークリスマス！』

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：１２月７日

１４日（クリスマスおはなし会）

２１日・２８日（水）

時 間：午後３時３０分～

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：１２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

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：１２月２４日（土） 午前１１時～

場 所：地下１階 視聴覚室



＊ 新着ＣＤは１２月１日（木）からの提供です ＊

☆児童書

　新刊図書のご案内　＊１２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

1000040645792

豊かな国と貧しい国の違いはなに？資源があるのに貧しいのはなぜ？すべての人びとが食

べられる世界とは？国際政治経済学を専門とする父と高校生の娘の対話を通して、世界

にはびこる貧困と格差の問題を考える。

請求記号

333
娘と話す世界の貧困と格差ってなに？

タイトルコード

1000040646470

いつもドラゴンのような形をした枯れ木にとびのって遊んでいたカイとカイサ。ある日ふたり

は、枯れ木ドラゴンの羽にしようと、壊れた傘を枯れ木につけました。いたずらトムテがこっ

そり枯れ木ドラゴンに魔法をかけると…。

請求記号

Ｅカイとカイサのぼうけん エルサ・ベスコフ 作・

おーくんが思いっきりおならをしたら、「ありがとうございまスゥ～」と、おならおばけが出て

きたよ!「おならって、きたない？」「おならって、恥ずかしい？」そんな疑問に答える絵本。

請求記号

Ｅおならおばけ かとう まふみ 作

とっても寒がりなペンギンくん。どうしたらあたたかくなるの？マフラーをしてもあたたかくな

らない。たき火をしても、スケートをしても、失敗ばかり。最後に見つけたあたたかい場所

とは…？

請求記号

Ｅさむがりペンギン コンスタンツェ・フォン・キッツィング作

タイトルコード

1000040646616

ブッカー賞作家ジョン・バージャーと写真家ジャン・モアが、一人の田舎医者の姿を通して

人間と医療の本質を浮彫にした傑作ドキュメント。１９６７年刊のロングセラーに２０１５年版

解説を加筆して、初邦訳。

請求記号

936果報者ササル ジョン・バージャー 著

タイトルコード

1000040646259

「日本美術全集」全20巻のおよそ3500点の作品の中から、各巻各時代の代表作を選び、

豊富なカラー図版で収録。日本美術の3万年の歴史を辿る。俳優・井浦新×美術史家・山

下裕二の対談も掲載。

請求記号

702
日本美術応援団 山下 裕二 著

勝俣 誠 著

タイトルコード

1000040646687

タイトルコード



　　  板橋区立図書館ホームページ

   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

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：１２月２３日（金）～１２月２５日（日）開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：１２月７日（水）～１２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。

押し花・押し野菜でポストカードをつくろう！
日時：１月１５日(日)１４時～１６時(開場１３時４５分～)

場所：志村図書館 地下１階視聴覚室

定員：２０名(定員になり次第、締め切らせていただきます)

参加費：２５０円(材料費)

申込：１２月１１日(日)９時から 志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込み

ください。

クリスマスおはなし会

《日 時》 １２月１４日（水） １５時３０分～１６時

《場 所》 志村図書館 地下１階視聴覚室

申し込みは必要ありません。当日、直接会場までお越しください。

クリスマスの絵本など楽しいプログラムをご用意しています。

休館日のお知らせ

１２月２９日（木）～１月４日（水）は年末年始のため休館となります。
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。


