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休館日

☆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：１２月７日（水）～１１日（日） 一般：１２月２３日（金）～２５日）

年末年始休館日12/29～1/4



 

　１１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

11月5日 日本
にほん

の昔話
むかしばなし

　４
幼・児

　・さるかに合戦
がっせん

（土）
　・天狗

てんぐ

の羽
は

うちわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：８０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：２５分
ふん

石の花

11月19日
一般

（土）

石工の名人に弟子入りし、一人前の職人に育ったダニーラ。ところが、結婚式の日
に銅山の女王が彼の前に現れる。技術の奥義を極めたという女王に「一年に一度
咲く石の花をみせてあげる」と告げられ、ダニーラは花嫁を置き去りにして銅山へ
入ってしまう。ウラル地方の民話「石の花」をもとに作られた作品で、戦後、日本で
初めて公開されたカラー映画としても話題になった。カンヌ国際映画祭色彩映画賞
を受賞。

１１月の展示テーマ

一般コーナー
『秋の夜長は本をおともに』

児童コーナー
『むかーしむかし・・・』

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：１１月２日・９日・１６日・２３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：１１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

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

１１月のおはなしかいワールドは

プラネタリウムです。

申込が必要です。

詳しくは裏面をご覧ください。



　新刊図書のご案内　＊１１月5日（土）より貸出（予定）できる本の一部です ＊

★一般書

＊ 新着ＣＤは１１月1日（火）からの提供です ＊

☆児童書

タイトルコード

１００００４０６３８１７７

中国の悠久の歴史の中で原始の巫術、トーテム崇拝、舞踊や雑伎、戯曲などと互いに融け

合い浸透し合って発展してきた仮面と臉譜。現在も各地で行われている民間芸能を紹介し

つつ、仮面と臉譜の様式や文様の意味を解説する。

請求記号

386仮面と臉譜

タイトルコード

１００００４０６３８６５８

君は、はしをちゃんと持てる？きちんと持てば、動かしやすくなって、いろんなことができる

ようになるよ！「はしお」と「はしこ」が、はしの正しい持ち方や使い方を教えてくれます。

請求記号

Ｅまいにちつかうはしってすごい！ 柴山ヒデアキ 絵

谷田貝公昭 監修

なりきりたいそうはじめるよ。りょうてをうえにあげて、ぐーんとのびて。チューリップ、バナナ、

ひこうき、おにぎり・・・。さあ、つぎはなにかな？ページをめくると、パンダたちがだいへんしん

します。

請求記号

Ｅ/コパンダなりきりたいそう いりやまさとし 作

１００円あったら、なにが買える？子どもたちにとって身近な値段「１００円」で買えるものをく

らべてみよう。名づけて、１００円たんけん！お金のみかたがちょっと変わる、はじめてのお

金絵本。

請求記号

Ｅ
１００円たんけん 岡本よしろう 絵 中川ひろたか 文

タイトルコード

１００００４０６３８９６８

だれも知らないエピソードが満載！1976～1982に、やなせたかしが編集長を務めた『月刊

いちごえほん』連載の「アンパンマン」を初単行本化。幻の付録作品「トースター島のなぞ」も

収録。見返しに表紙イラストあり。

請求記号

726
だれも知らないアンパンマ やなせたかし 著

タイトルコード

１００００４０６３７９６１

天空に聳え立ち、整然とならぶ累々たる石垣群がメディア等の注目を集める日本屈指の巨

大城郭「但馬竹田城」。その実態を縄張り・石垣・出土遺物・空間構造・城下町など、さまざ

まな角度から解き明かす。

請求記号

521但馬竹田城 雲海に浮かぶ天空の山城 城郭談話会 編

王海霞 主編 劉瑩 編著

タイトルコード

１００００４０６３８８３２

タイトルコード

１００００４０６３８１４２

くま どり



   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

星空の宅配便～秋のプラネタリウム～
日時：１１月２６日（土）①１１：００ ②１３：３０ ③１４：３０

場所：志村コミュニティホール３階レクリエーションホール

定員：各回３０名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

対象：小学生以下（保護者同伴可）参加費無料

申込：１１月６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ください。

雑誌・本の二次利用について
本の二次利用期間 ：１１月２５日（金）～１１月２７日（月） 開館時間内１人５冊まで

雑誌の二次利用期間 ：１１月７日（月）～１１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。

板橋区立図書館全館合同企画 １１月２９日（火）まで

「図書館に行ってみよう！」スタンプラリー（小学生以下）

一日一回 スタンプを押します。7個たまったらささやかなプレゼントをさしあげます！

「２０１６ 図書館クイズラリー」（一般）
各館を巡りクイズに答えて３問正解すると、ささやかなプレゼントをさしあげます！

図書館員の選ぶ１００冊～いざ、読書～
図書館員が選んだお薦めの本１００冊の展示、リストの配布をしています。

１１月９日（水） まで 実施館：清水・蓮根・西台・志村各図書館

♪朗読コンサート♪
日時：１２月４日（日） １４：００～１６：００（開場１３：３０～）

場所：志村コミュニティホール３階レクリエーションホール

定員：１００名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

対象：小学生以上・参加費無料

申込：11月１４日（月）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ください。

特別展示 「あの日をたずねて ～志村・小豆沢～ 」

実施期間 １１月１２日（土）～１１月２０日(日）


