
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 日 月 火 水 木 
 

金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ ２３２３ ２４ ２５ ２６ 

 

２７ 

２８ ２９ ３０ ３１ 

日 月 火 水 木 金 土 

  
    

１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２３ ２４ ２５ 

 

２６ 

 

２７ 

 

２８ ２９ 

３０ ３１ 

日 月 火 水 木 金 土 

  
  

１ ２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ ２６ ２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

2018 年 

10 月 

第 348 号 

清水図書館からのおしらせ 

◆第７2 回・読書週間(10 月 27 日～11 月 9 日) 
清水図書館では 

10 月 27 日から 11 月９日までの期間中、 

「図書館員が選ぶ 100 冊」として多彩な図書を展示します。 

テーマは『ホッと一息、本と一息』です。 

ぜひご覧ください。 

◆スタンプラリー・クイズラリー◆ 
お子さま向けにスタンプラリー、大人の方向けにクイズラリーを実施します。 

板橋区立図書館を巡って、プレゼントをゲットしよう！ 

とき：10 月 20 日(土)～11 月 25 日(日) 
ところ：板橋区立図書館全館（開館時間 午前９時～午後８時） 

◎スタンプラリー⇒スタンプを５個あつめて、図書館からのプレゼントをｇｅｔ！ 

◎クイズラリー⇒板橋にちなんだクイズ３問正解で、図書館からプレゼントを差し上げます。 

クイズラリーのルールや、期間中の各図書館の休館日など詳しくは、ポスターまた

はチラシをご覧ください。 

 

 

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：10 月 3 日(水)～ 5 日(金) 
在庫がなくなった場合は期間内でも終了させていただきます。利用される方が多い場合 

など､ご希望される資料がお手元に渡らない事もございます。あらかじめご了承ください。 

※清水図書館では、初日に 8 時 30 分より整理券を配布します。 

◆11 月の二次利用実施日（予定）：11 月 7 日(水)～9 日(金)  

 

◆板橋区立図書館→ http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/ 

携帯電話からは→ http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/ 

◆清水図書館→ http://shimizu-lib.jp/ 

板橋区立図書館ホームページからもアクセスできます。 

◆清水図書館のfacebookも随時更新しています。清水図書館ホームページからアクセスできます。 

図書館のご案内や催し物のお知らせなどを発信しています。ぜひご覧ください。  

◆板橋区立清水図書館 

〒174-0055  板橋区泉町16－16 板橋区立清水地域センター３階 ☎ 03-3965-9701 

おはなしひろば 

 

こうさくひろば 

 

★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★10 月の休館日：1(月),15(月),31(水) 

 

 

10月 

二次利用 

毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

１１月 
 

１２月 

 
 

★12 月の休館日： 

17(月),29(土)～31(月) 

板橋区立図書館 清水図書館 

おはなしひろば 

 

2７日のおはなしひろばは「あきのおたのしみ会」

のためおやすみです 

★11 月の休館日： 

19(月),30(金) 

あきのおたのしみ会 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

 
休館日 

 

休館日 

 
休館日 

 

「図書館員の選ぶ１００冊」 
10 月 27 日～11 月 9 日 



 

◆児童コーナー 

★あきのおたのしみ会★ 
◆日時：10 月 27 日(土) 10：15～11：00 (開場：10：00～) 

◆場所：清水地域センター2 階 第１洋室 

おいしいものの おはなしがいっぱい！みんなでたのしもう♪ 

★おはなしひろば★  

◆日時：10 月 6 日・13 日 ※27 日はイベントのためおやすみです 

★午前の部（10：00～10：30） ★午後の部（３：00～3：30）  

★こうさくひろば★（各回先着 15 名（子ども）までです） 

◆日時：10 月 20 日（だい 3 土よう日） 

★午前の部（10：00～11：00） 

★午後の部（３：00～4：00） 

◆場所：清水図書館・おはなしコーナー  

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版社 記号 

オウム真理教事件とは何だったのか？ 一橋 文哉 PHP 新書 169 

皇室番黒革の手帖 大木 賢一 宝島社新書 288 

スノーデン監視大国日本を語る エドワード・スノーデン 集英社新書 316 

遊郭に泊まる （とんぼの本） 関根 虎洸 新潮社 384 

台風についてわかっていることいないこと 筆保 弘徳/編著 ベレ出版 451 

疲れ即とり酢もやし健康法 望月 理恵子 アスコム 498.5 

図解いちばんやさしく丁寧に書いたネットワークの本  岡田 庄司 成美堂出版 547 

春夏秋冬 1 枚仕立てのはおりもの  日本ヴォーグ社 593A ﾐﾄ 

英語が楽天を変えた セダール・ニーリー 河出書房新社 673.3 

音楽は愛 湯川 れい子 中央公論新社 764 

ハートで感じる英文法 決定版 大西 泰斗 NHK 出版 835 

奥の細道迷い道 吉行 和子、冨士 眞奈美 集英社インターナショナル 911.3 

夜の側に立つ 小野寺 史宜 新潮社  

歪んだ波紋 塩田 武士 講談社  

たそがれてゆく子さん 伊藤 比呂美 中央公論新社 イト 

ロビンソン・クルーソー デフォー 光文社古典新訳文庫 B933 ﾃ 

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

ハイドン:交響曲「朝」・「昼」・「晩」 佐渡裕／トーンキュンストラー DA ﾊ 3000050003159  

ブラームス:交響曲第 4 番／悲劇的序曲 サヴァリッシュ DA ﾌ 3000050003304  

テレマン：オラトリオ「愛らしい平和よ、聖なる信仰よ」  ゲーベル／バイエルン室内フィルハーモニー 他 DF ﾃ 3000050003154  

週刊少年ジャンプ 50th Anniversary BEST ANIME MIX vol.1  DH ｼ 3000050002540  

エヴリバディ・ノウズ スティルス&コリンズ DL ｽ 3000050003215  

ファンク・イン・フランス フロム・パリ・トゥ・アンティーブ(1969−1970)  グラント・グリーン DM ｸ 3000050003229  

書名 著者名 出版社 記号 

うさぎがおうちにやってきた！ 岡野 祐士/監修 学研プラス 64 

忍者の迷路 香川 元太郎、香川 志織 PHP 研究所 78 

科学探偵 vs.闇のホームズ学園 佐東 みどり 他 朝日新聞出版 カカ 

あーん！はがぬけない くすのき しげのり アリス館 E 

カタカタカタ おばあちゃんのたからもの リン・シャオペイ ほるぷ出版 E 

ジャーニー 国境をこえて フランチェスカ・サンナ きじとら出版 E 

《CD》 

《 児 童 》 

「ボールがきえるよ 

ぱっくりこ」 
をつくります 

 

  

◎清水図書館 8 月・9 月の新着図書・ＣＤ（一部） 
 ◆家庭の本[請求記号 594・596]は色で分類されているものもあります 

（ｱｶ=赤 ﾈｽ=灰 ｷｲ=黄 ﾐﾄ=緑 ｷﾐ=黄緑  ｱｵ=青 ﾓﾓ=桃 ﾁﾔ=茶 ﾑﾗ=紫） 

◆末尾に「U」の記号がついている本は『くらし』のコーナーに別置されています。 

◆展示コーナー（一部紹介）  

～清水図書館では毎月テーマを設け、テーマに関連した資料を展示しています～ 

 
一般 
 
「素晴らしい一日」 
（10/2～10/25） 

『心に風が吹いてくる 青春文学アンソロジー』 

高山 実佐 ほか／編  三省堂 

『僕のアルバム』   

  植田 正治／写真  仲田 薫子／監修  求龍堂 

『野の花さんぽ図鑑 木の実と紅葉』  

   長谷川 哲雄／著  築地書館 

 

「図書館員の選ぶ 100 冊」 
（10/27～11/9） 

毎年秋の読書週間に合わせ、図書館員が選んだ本を展示する

コーナー。今年のテーマは「ホッと一息、本と一息」です。 

 

児童 「としょかんいんのイチオシ」（10/2～10/25）   
 

「みんなのイチオシ」（10/27～11/9） 

CD 

「秋を楽しむ」 

『秋のいざない ～オータム・ジャズ・コレクション』  

カレル・ボエリー・トリオ ほか 

『あさみのうた 7 ～秋櫻の頃～ 』 

あさみちゆき 

この日何の日 毎週、記念日に関連したテーマの資料をピックアップ！ 

 
 

《一般書》 


