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住所:〒１７４－００５１　板橋区小豆沢１－８－１　　　　    電
話:（５９９４）－３０２１
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日 月 火

16

クリスマスおはなし会

　　  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]　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　板橋区立志村図書館ホームページ

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

家庭読書の日
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図書館員の選ぶ１００冊 ～11/9（月）まで

スタンプラリー ～11/9（月）まで

年末年始休館日 12/29（火）～1/4（月）

「絵本づくりワークショップ」作品

展示会11/17（火）～24（火）まで

「絵本づくりワークショップ」作品展示会
◇「絵本づくりワークショップ」にて制作した小学生の作品を展示します。

期間：１１月１７日（火）～１１月２４日（火）

場所：志村図書館 １階入り口

ミニ・ボローニャ・ブックフェア

11/9（月）～15（日）まで

☆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。

・感染症拡大防止対策のご理解

ご協力をお願いいたします。

調べる学習コンクール展示会

蔵書点検・施設修繕

のため、休館いたします。

11/30（月）～12/12（土）

クリスマスおはなし会

日時：１２月１６日（水）午後３時３０分～午後４時

場所：志村コミュニティホール２階 第１和室 定員：先着２０組

ミニ・ボローニャ・ブックフェア
さまざまな国や地域の絵本をご紹介します。

世界各国の絵本を手にとってお楽しみください。

期間：１１月９日（月）～１５日（日）

場所：志村図書館 地下１階視聴覚室

図書館員の選ぶ１００冊
図書館員が選んだお薦めの本１００冊の展示や

リストの配布をしています。

板橋区立図書館スタンプラリー
今年のスタンプラリーはビンゴスタイル。

来館か貸出でスタンプが貰えます。

（１つの図書館で一日にもらえるスタンプは２つまでです。）

１列そろうとプレゼントを差し上げます！

～～ 志村図書館休館のお知らせ ～～

志村図書館は、蔵書点検と施設修繕のため、

１１月３０日（月）～１２月１２日（土）まで休館いたします。

休館中の返却については、本・雑誌・紙芝居は返却ポストをご利用ください。

CDやCD・DVD付きの資料は破損の恐れがありますので、他館カウンターに

お返しください。予約の受け取りや返却は他館の窓口をご利用ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



 

　11月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊１１月７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

●かぐやひめ

11月7日
幼・児

（土）

●したきりすずめ

●ぶんぶくちゃがま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映時間：35分

＊ 新着ＣＤは１１月３日（火）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：30分
ふん

日本の森シリーズ④北の大地に息づく命

☆児童書

11月21日
北海道の森の四季と保護活動。　森と人の関わりとは…一般

（土）

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１８日・２５日（水）

時間：午後３時３０分～

場所：志村コミュニティホール２階 第１和室

定員：先着１５人

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１８日・２５日(水)午後２時３０分

場 所：志村コミュニティホール２階 第１和室

定 員：先着１０組

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

１００００５０３４５４６６

艱難汝を玉にす、一華五葉を開く…。仕事、人間関係、お金、健康、恋愛など、さまざまな

局面で、「もうダメだ」と思ったときに救いになる禅語を、自身の波乱の半生から得たメッセー

ジとともに紹介する。

請求記号

188.8
最後にあなたを救う禅語

タイトルコード

１００００５０３４３２１５

遠足に行くはずが、クラス全員で絶体絶命ゲームに連れ去られた春馬たちは、山奥のボ

ロボロのテーマパークに閉じ込められてしまう。しかも春馬には１億円の懸賞金までかけら

れていて！？

請求記号

91ﾌｼ
絶体絶命ゲーム⑧ 藤 ダリオ 作

８時までに家に帰ると奥さんと約束したテナベさん。夜になり、会社の外は大嵐。水があふ

れる町の中、なんとか時間通りに帰ろうとするテナベさんの前に立ちふさがったのは…。

ちょっぴりふしぎですてきなラブストーリー。

請求記号

E

テナベさんのふしぎなかえりみち
mayfan さく

いけばなに触れることは大地に抱かれること、そして「自分」を整えること－。いけばな教室

とオーダー花屋を営む著者が、自身の半生から、陽との暮らしや命が息づくいけばなと、自

己が関わることの豊かさを説く。

請求記号

793.0
ととのえる「いけばな」

渡来 徹 著

タイトルコード

１００００５０３４４６２７

請求記号

686.2

JR路線大全④ 山手線・首都圏各線

「旅と鉄道」編集部 編

タイトルコード

１００００５０３４５５３５

ステンドグラスクッキー、バスクチーズケーキ、ひとくちスイートポテト、肉球ケーキ…。女子

プロレスラー世志琥が、簡単に作れてめちゃんこかわいいスイーツのレシピを紹介する。ご

はんもののレシピも掲載。

請求記号

596.65
世志琥の極上スイーツ作りやがれ！

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

大愚元勝 著

タイトルコード

１００００５０３４１４６９

タイトルコード

１００００５０３４４９８３

１１月の展示テーマ

一般コーナー

『本と過ごす休日』

児童コーナー

『せかいりょこうへしゅっぱつ！』

世志琥 著

JRの重要幹線と周辺の路線や駅、車両を豊富な写真とともに詳しく解説。４は、山手線を

はじめ、首都圏各線、常磐線、総武本線などを取り上げる。

わくわくワールド
楽しいお話を用意しています

お話のあとは工作をします。

開催日：１１月２８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


