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夏休み学生専用閲覧席 ～８月１４日（火）
※１日（月）、３日（水）～ 6日（土）、10日（水）

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。

*二次利用 雑誌：９月７日（水）～１１日（日） 一般：９月２３日（金）～２５日（日）

調べ学習おたすけたい



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：９９分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：２５分
ふん

父と暮らせば

8月20日
一般

（土）

原爆が投下されてから３年後の広島。美津江は突然現れた青年に好意を示され
る。青年に魅かれながらも、原爆で愛する人を失い、生き残ったことへの負い目を
感じて恋心を抑えようとしていた。そんな時、美津江の前に父・竹造（幽霊）が現
れる。

8月6日

（土）

幼・児
日本

にほん

の昔
むかし

ばなし　（５）

●かちかち山
やま

●やまんばと牛
うし

かた

　８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

８月の展示テーマ

一般コーナー
『歴史を見つめて』

児童コーナー
『ぼうけんへしゅっぱつ！』

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３日・１０日・１７日・２４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１７日・２４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

なつやすみ工作会

おばけのヨーヨー工作をします。
どうぞご参加ください。

開催日：８月２７日（土） 午前１１時～

場 所：地下１階 視聴覚室



＊ 新着ＣＤは８月２日（火）からの提供です ＊

☆児童書

　新刊図書のご案内　＊８月６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

１００００４０６１３８０８

父に貼り付けられたスパイという偽りのレッテルは、なんとしてもはがさなければならない。

伊藤律の息子である著者が、父が亡くなるまでの９年間のことや、父が冤罪＝濡れ衣を着

せられた家族の一員としての思いなどを綴る。

請求記号

289父・伊藤律 ある家族の「戦後」

タイトルコード

１００００４０６１４２５４

名選手たちの圧倒的な記録。ひと夏の輝きが生んだ記録。途方もない時間をかけて積

みかさねた記録・・・。記録達成までの球児たちの熱いドラマを紹介する。甲子園びっくり

コラム、甲子園１００年史も収録。

請求記号

７８すごいぞ！甲子園の大記録講談社 編

両親が留守の間、エルグとエミリーの兄妹の面倒を見るために、なんとおばあちゃんが

四人もやってきた！うんざりしたエルグが魔法の機械を作り、試してみたら、本当に魔法

が働き始め・・・？

請求記号

９３シ四人のおばあちゃん ﾀﾞｲｱﾅ・ｳｨﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 著

藤沢駅から江ノ電に乗りにきた、しょうちゃんとだいきちおじいさん。だいきちおじいさんが、

子どもの頃に乗った１両編成の電車「タンコロ」の思い出を語ります。

請求記号

Ｅえのでんタンコロ 倉部 今日子 著

タイトルコード

１００００４０６１４１４９

何かに似ているニセモノ生物、ピンク色やオレンジ色、極彩色の生物、形は普通でも大きさ

がおかしい生物、ヘンだけどかわいいキモカワ生物・・・珍奇な生き物たちを美麗な写真と文

章で紹介します。

請求記号

460
奇界生物図鑑 エクスナレッジ 著

タイトルコード

１００００４０６１３６４４

炭酸系、果汁系、缶コーヒー、紅茶にお茶、缶もびんもいろいろ！伝説、幻、超レアものから、

定番のロングセラーまで、昭和の懐かしいジュースをオールカラーで紹介します。清涼飲料

水の研究家と評論家の対談やコラムも収録。

請求記号

588日本懐かしジュース大全 清水 りょうこ 著

伊藤 淳 著

タイトルコード

１００００４０６１３８７３

タイトルコード

１００００４０６１３９６１



   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

　　  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 ：８月１９日（金）～８月２１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（日）～８月１１日（木） 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。

夏休み学生専用閲覧席
夏休み期間中に閲覧席利用者が増加するのに伴い、視聴覚室を学生専用閲覧席として開放します。

期間：７月２１日（木）～８月１４日（日） ※８月１日（月）、３日（水）～６日（土）、１０日（水）を除く

時間：午前１０：００～午後５：００ 定員：１６名

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枚でも大丈夫です。

☆小学生はＢ４サイズ、中学生はＡ４サイズまでです。
＊板橋区立の小中学に通学している方は、学校に提出して下さい。

ご質問等ありましたら、図書館へお問合せください。

板橋区・板橋区教育委員会主催

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。

日 時：８月６日（土）～１４日（日）

午前９時～午後７時 ＊８月６日は午前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）

内容：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。

午前10時30分～・午後3時30分（6日は午後3時30分のみ）

出演者：入船亭小辰

日 時：８月７日（日） 午後２：００～ （開場：午後１：３０）

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（定員になりしだい締切ります）

申 込：７月１３日（水） ９時～

お電話またはカウンターにてお申込みください。


