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絵本づくり　　　　　　　板橋区立志村図書館ホームページ

◎パソコン[http://www.shimura-lib.jp]　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　お問合せ　板橋区立志村図書館
住所:〒１７４－００５１　板橋区小豆沢１－８－１

 電話:（５９９４）－３０２１

絵本づくり　　  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。

　　　　　　　板橋区立図書館ホームページ

◎パソコン[https://www.city.itabashi.tokyo.jp/library]　　　　　　　　　　　　　　　　
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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。

場所：志村コミュニティホール２階 第一和室

時間：午前１１時～

定員：先着１０組７月４日（土）

たなばた工作会

一日図書館員

調べ学習おたすけ隊

３日（月）、４日（火）

調べ学習おたすけたい
～調べ学習のお手伝いをします！～

日にち：８月３日（月） ４日（火） 時間：午前１０時～１２時

場所：志村図書館地下１階視聴覚室

定員：各日５名 対象：小学１年生～６年生

申込：７月１２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みください。

わくわくラリー 8/2２(土）～9/22（火）

調べる学習コンクール展示

７／２１（火）～３０（木）

絵本づくりワークショップ
オリジナル絵本をつくってみよう！

日にち：８月２日（日）、９日（日）、２３日（日）の全３回

※全ての回に参加できる方。

時間：午後１時３０分～午後４時 場所：志村図書館地下１階視聴覚室

定員：１０組 参加費：無料 対象：区内在学・在住の小学生

申込：７月５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みください。
※カレンダーに掲載されている事業は、変更になる場合がございます。

一日図書館員募集
一日図書館員になって、図書館の仕事を体験しよう！

日にち：７月２３日（木） ２４日（金）
場所：志村図書館 視聴覚室

時間：①午前８時３０分～午前１１時３０分 ②午後１時～午後４時

定員：毎回３名 対象：小学４年生～６年生

申込：６月２１日(日)午前９：００～

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。



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：85分

＊ 新着ＣＤは７月１日（水）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：15分
ふん

宇宙戦争

☆児童書

7月18日 カリフォルニアに落下した隕石の分析を依頼されたフォレスター博士が

一般 見たものは、火星人が地球侵略のために送り込んだ戦闘兵器だった…
（土）

Ｈ・Ｇ・ウェルズの古典ＳＦ小説を映画化。

きもだめしのばん～日本
にほん

のおばけ話
はなし

～

7月4日
幼・児

（土）
上に登った茂吉。せすじゾクゾク妖怪話。

裏山のお墓の大きな松ノ木の上で一晩過ごし、きもだめしをすることになった。

外はもう真っ暗で少し心ぼそくなってきたが、なんとかお墓をぬけて松ノ木の

　７月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊７月中に貸出（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

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：７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：７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

１００００５０３１３３８２

かおり冷茶、氷冷茶、喫し茶、煎茶の多彩な淹れ方や、いろいろな茶葉をおいしく淹れる秘

訣を紹介するほか、茶葉の種類、製造工程、より茶葉を見分けるコツ、知っておきたい水と

道具のはなしなどを収録。

請求記号

596.7

日本茶ソムリエ・和多田喜の今日から

お茶をおいしく楽しむ本

タイトルコード

１００００５０３１４６４７

ぼくはハルくんの黄色いかさ。でも、たまには別の人のかさになってみたいなあ…。風に

乗って空の旅に出たかさくん。ちがう世界を知って、初めて大切なことに気づくことができ

た黄色いかさくんの、冒険と成長の物語。

請求記号

91ｵｵ

雨の日は、いっしょに
大久保 雨咲 さく

ネコもイヌもクマもリスもゾウも、みんなで「けんけん ぱっ」。けんけんしている横向きの姿か

ら、「ぱっ」で両足を開き、いきなり正面を向く絵の面白さ。カラフルな色彩も魅力的な、遊

ぶ喜びがあふれる絵本。

請求記号

E/ｺ
けんけんぱっ 0.1.2.えほん

にご まりこ さく

校長先生の一言から、臭くてやっかいもののカメムシを調べ始めた子どもたちは…。カメム

シを最新の研究を基にわかりやすく紹介。「わたしのずかん」シート付き。『月刊たくさんのふ

しぎ』から生まれた、実話をもとにした絵本。

請求記号

48

わたしたちのカメムシずかん
鈴木 海花 文

タイトルコード

１００００５０３１４１７４
請求記号

706.9東京と美術。別冊太陽

タイトルコード

１００００５０３１３７３６

運転中にもかかわらず終始話しかけてくるお爺さん、「忘れ物」と言って床に落ちていた紙

屑を拾い立ち去る女子学生、なかなか降りる気配を見せず降車口付近に立ち続ける女性。

元バス運転士が綴るゆかいなエッセイ。

請求記号

685.5バス運転士の後ろ姿

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

和多田 喜 著

タイトルコード

１００００５０３１４９１３

タイトルコード

１００００５０３１５８４２

７月の展示テーマ

一般コーナー
『夏を楽しむ～Enjoy Summer～』

児童コーナー
『なつだ！』

松井 昌司 著

あらゆる美術は東京ではじまり、東京に集まり、そして蓄積される。「美」の殿堂であり、パト

ロンであり続けてきた東京という都市をひもとき、最高の"美”のアーカイブを紹介する。

2020-21年注目の展覧会情報も掲載。

わくわくワールド
夏のお話を読みます。ぜひご参加ください。※

今月の工作はありません。

開催日：７月２５日（土）午前１１時～

定 員 ： 先着１５組

場 所： 志村コミュニティホール２階

第一和室


