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　　　　　　　板橋区立志村図書館ホームページ

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

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

休館日
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９月
土水火

13 14
　　  板橋区立図書館ホームページ

　　　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

休館日

   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
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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。

調べ学習おたすけ隊

わくわくラリー ～9/2２（火）

わくわくラリー

８／２２（土）～９／２２（火）

「世界アルツハイマーデー」展示9/1（火）～22（火）

志村図書館 わくわくラリー
期間：８月２２日（土）

～９月２２日（火）

シールをあつめて、クイズにこたえて

『がんばったで賞』をもらおう！

板橋区・板橋区教育委員会主催 図書館を使った調べる学習コンクール

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。

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枚でも可。

☆小学生はＢ４又は八つ切りサイズ、中学生はＡ４サイズまでです。

＊板橋区立の小中学校に通学している方は、学校に提出して下さい。

特別展示「板橋にオリン

ピックがやってきた」

８／１８（火）～８／３０（日）

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。

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！

特別展示「あの日をたずねて 特別版

～板橋にオリンピックがやってきた！～」
期間：８月１８日（火）～８月３０日（日）

１９６４年に板橋区を通った聖火ランナーの様子を写真パネルで紹介します。

当時にタイムスリップした気持ちでお楽しみください。

日時：８月２２日（土）～３０日（日） 午前９時～午後７時
＊２２日は１２時開場、午後５時閉場

場所： 板橋区立成増アートギャラリー（成増3-13-1 アリエス３階）
ボローニャから届いたばかりの世界各国の絵本をご紹介します。

第２８回ボローニャ・ブックフェアinいたばし 世界の絵本展



 

　８月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊8月より貸出（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

レオレオニ　５つの名作
めいさく

集
しゅう

8月1日
幼・児

（土）

●フレデリック　　　●ぼくのだ！わたしのよ！

●コーネリアス　　　●さかなはさかな

　上映時間：31分

＊ 新着ＣＤは8月1日（土）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：28分
ふん

板橋の空襲～語り継ぐあの日のこと～

☆児童書

8月15日 板橋は、昭和１９年１２月３日の空襲以降、記録で確認する限り

一般 １９回の空襲を受けました。恐ろしい大空襲の記憶を残し、次の世代に
（土）

語り継いでいくことが永遠の平和へとつながっていきます。

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５日・１２日・

１９日・２６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１９日・２６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

１００００５０３１７８０７

アフリカは、いま、グローバル化のもと、独自の芸術や文化を新たな地点へと育み、価値を見

出しはじめている。社会や建築、音楽やファッション、コミックやアートシーンなど１５の領域か

ら、アフリカ文化の今を探る。

請求記号

361.5
現代アフリカ文化の今

タイトルコード

１００００５０３１９０８４

悲しみだけを集めていたら、きっと幸せを見落としてしまう。あの山のてっぺんの景色が、

あたしにそう教えてくれたー。２か月前、エナのお母さんが家から出ていった。自分が原

因だとエナはずっと気にしていて…。

請求記号

91ｲﾉ
てっぺんの上 イノウエ ミホコ 作

ほそ～い足、なが～い首、ダンスがじょうず。だれのほね？フラフラ、フラフラ。わたしたち、

フラミンゴ。動物の体の骨を紹介。白黒のコントラストとカラフルな動物の世界が楽しめる

切り絵の絵本。

請求記号

E
だれのほね？

たけうち ちひろ 文・切り絵

今日は、お盆です。ゆいちゃんは、お花をかざって、おだんごをつくって、お空から帰ってくる

おばあちゃんをおむかえする準備をします。すると、その夜...。巻末に行事のミニ解説つき。

請求記号

E/ｺ
うれしいぼんおどり

タイトルコード

１００００５０３１７４１７

請求記号

383.8
五島うどんの御力 吉村 政徳 編著

タイトルコード

１００００５０３１７９９６

２０２０年ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の出演者インタビューやストーリーダイジェストなどを

収録。ほか、番組制作者たちからみた「麒麟がくる」、ゆかりの地、ドラマの見どころ＆ハイラ

イトなども掲載。

請求記号

778.8
２０２０年ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」完全読本 続

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

ウスビ・サコ 編著

タイトルコード

１００００５０３２１６６７

タイトルコード

１００００５０３１９７５９

８月の展示テーマ
一般コーナー
『東京オリンピックにむけて

～東京、再発見～』

児童コーナー
『なぜ？どうして？』

「上五島は日本最古のうどん発祥地」町の元教育長である著者は、うどん博士の言葉に揺

り動かされ、真相解明に乗り出し…。五島うどんの歴史と文化を紹介。藤原新也、椎名誠

らの五島うどん紀行・随想も収録。

なつやすみ工作会

なつやすみの さいごに

こうさくを してみませんか？
開催日：８月２２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

すとう あさえ ぶん


