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２０１７年　３月号

日 月 火 水 木 金 土

41 2 3

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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   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/]
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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：４月７日（金）～１１日（火） 一般：４月２１日（金）～２３日（日）

☆図書館からのお願い☆

春は転勤・転居の季節です。利用カードをお持ちの方で、住所・電話番号など変わられた方

は、新住所の確認のできるもの（免許証・保険証・１ヶ月以内に届いた本人宛郵便物等）をお

持ちになり手続きをお願いいたします。また、板橋区、隣接する区・市から転出される方、卒

業・転勤などで在学・在勤でなくなった場合は、利用カードを図書館へお返しください。

※４月の月末休館日は５月１日(月)です。

特別展示 本がないています
期間：３月１２日（日）～２０日（月）

図書館の本は、区民の皆様の大切な財産です。図書館では、

多くの方に資料を提供できるように、修理などで対応しておりますが、

やむを得ず廃棄しなければならない場合もあります。

今年も、汚損・破損した資料の展示を行います。図書館

マナーの向上にご理解とご協力をお願いいたします。

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：３月２４日（金）～３月２６日（日） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：３月７日（火）～３月１１日（土） 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。

桜まつり
日時：４月２日(日) 午前１０時～午後３時 場所：小豆沢公園野球場

こどもの広場で二次利用の本を提供します。

問合せ先：志村坂上地域センター 電話０３－３９６９－７５７７

地域さんぽ
日時：4月30日（日）午後2時～午後4時 ※雨天中止

集合場所：志村図書館 解散場所：薬師の泉庭園

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：4月9日（日）午前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。



 

ディベート（討論）クラスを立ち上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：128分

＊ 新着ＣＤは３月１日（水）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：20分
ふん

グレート・ディベーター　栄光の教室

☆児童書

3月18日 舞台となる1935年のアメリカ、テキサス州マーシャルは人種差別が色濃く残る街。

一般 「白人専用」施設があふれ、黒人たちは虐げられていた。この歪んだ社会を正すには
（土）

「教育」が必要だ。教師であるトルソンは黒人の若者に教育を施すという夢の実現に向け

ひなまつり

3月4日 明日
あした

は楽
たの

しいひなまつり。

幼・児
お母

かあ

さんとお姉
ねえ

さんと準備
じゅんび

するヒロコちゃんは、
（土）

夜眠っている間に不思議
ふしぎ

な旅
たび

をします。

　３月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊３月４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

３月の展示テーマ

一般コーナー
『新しい自分に向かって』

児童コーナー
『ともだちっていいね』

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：３月１日・８日・１５日・２２日・２９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：３月１５日・２２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

１００００５０００９６８２
請求記号

933フ

タイトルコード

１００００５０００９９５３

１このりんご、１ぽんのき、１ぴきのひつじ。２このたまご、２ほんのえんぴつ、２ひきのコアラ

…。楽しい絵といっしょに数字を覚えましょう。日本語固有の数詞もリズミカルに学べます。

請求記号

Ｅコ１こ２ほん３びきサイラス・ハイスミス え さこむら ひろこ ぶん

１枚のおりがみで、はさみを使わずに５回以内でおれる１０５の作品を紹介。作品を回転さ

せたり、さらにおったりして、別の作品に変身させる方法も写真つきで解説します。「もの知

りクイズ」も掲載。

請求記号

75へんしんおりがみ 小林 一夫 監修

赤ちゃんのときから仲良しだった、大好きな友だちのともちゃんが引っ越すことになってしま

いました。それを知ったゆうちゃんは、“さようなら”を言うのが嫌で、ともちゃんと遊ばなくなり

…。

請求記号

Ｅ
ともだちのひっこし

宮野 聡子 作

タイトルコード

１００００５００１００８８

カフェ、美術館、街歩き・・・。フランス旅行に必要な基本の挨拶＆定番フレーズと、旅が

もっと楽しくなる、さまざまなシチュエーションでのフレーズや単語を紹介。

請求記号

857
パリが楽しくなる！かんたんフランス語

荻野 雅代 著

タイトルコード

１００００５０００９８１５

子どもの便秘は急性腹痛の大きな要因であり、慢性の便秘を放置すると生命の危険にも

つながる。子どもの排便の発達と便秘の起きる原因・治療について解説。子どもの便秘・

下痢Ｑ＆A、便秘に有効な食事レシピも掲載。

請求記号

493.9乳幼児の便秘 倉信 均 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
タイトルコード

１００００５０００９７６３

タイトルコード

１００００５０００９４９６

おはなしかいワールド

絵本を読んだ後に工作をします。

どうぞご参加ください。

開催日：３月２５日（土） 午前１１時

場 所：地下１階 視聴覚室

Ｊ．Ｓ．フレッチャーミドル・テンプルの殺人

遠い過去の犯罪が呼び起こす新たな犯罪。深夜の殺人に端を発する難事件に挑む快男

児スパルゴの活躍！謎とスリルとサスペンスが絡み合う、歴史的名作ミステリの新訳。


