
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 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 

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 

清水図書館からのおしらせ 

◎モンブランさんのマジックショー 

◆日時：8 月 4 日(土)  14：00～15：00 

◆場所：清水地域センター２階 レクリエーションホール  

◆定員：１００人(予約制) 

◆申込：７月７日(土)から受付します 

◎『しみずでフラダンス ～楽しく踊ろう！フラダンス体験会～ 』 
初めての方でもたったの６０分で踊って楽しめます♪ 

◆日時：7 月 22 日(日) 

①13：00～14：20 (ハワイアン) ②14：30～15：50 (歌謡曲)  

①か②のどちらか又は両方のご参加も OK です 

◆場所：清水いこいの家 和室  

◆講師：HITS 認定フラダンス講師 金沢るり子氏 

◆定員：１５人（どなたでも）  

◆参加費：無料 

◆持ち物：飲み物、タオル等  

◆服装：動きやすい服装、または広がるスカート 

◆申込：清水図書館カウンターまたは電話で受付中 ☎０３(３９６５)９７０１ 

◆雑誌二次利用◆ 
◎実施日：7 月 4 日(水)～ 6 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。 

◆8 月の二次利用実施日（予定）：8 月 1 日(水)～3 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 
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★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★7 月の休館日：2(月) ,17(火) ,31(火) 

 

 

７月 
毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

たなばた会 

 

おはなしひろば 

 

休館日 

休館日 

こうさくひろば 

 

おはなしひろば 

 

８月 
 

一日図書館員 

 

 

★9 月の休館日： 

18(火) 

フラダンス 

体験会 

二次利用  

休館日 

7 日のおはなしひろばは「たなばた会」のためおやすみです 

休館日 

 

休館日 

休館日 

９月 
 

★８月の休館日： 

20(月) ,31(金) 

板橋区立図書館 清水図書館 
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◆児童コーナー 

★たなばた会★ 

◆日時：7 月 7 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 

たなばたのおはなしやえほんのよみきかせを、大学生といっしょにたのしもう♪ 

★おはなしひろば★  

◆日時：7 月 14 日・28 日 

7 日は たなばた会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：7 月 21 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 

大人も楽しい博物館に行こう  昭文社 069 

極上の孤独 下重 暁子 幻冬舎新書 159 ｼ 

「私の履歴書」61 年の知恵 吉田 勝昭 PHP エディターズ・グループ 281 

東京周辺子どもとおでかけ日帰りハイキング  昭文社 T291.3 

コンビニ外国人 芹澤 健介 新潮新書 334 

星空がもっと好きになる 駒井 仁南子 誠文堂新光社 442 

一流ビジネスマンはなぜ、くさくないのか？ 村井 千尋 実業之日本社 491 

最新版 白内障のひみつ 赤星 隆幸 朝日出版社 496 

全国お米のこだわり銘柄事典 日本食糧新聞社/編 日本食糧新聞社 616 

全駅紹介東武東上線 ぶらり途中下車 山下 ルミコ フォト・パブリッシング 686 

週刊文春「シネマチャート」全記録 週刊文春/編 文春新書 778 

漢文のルール 鈴木 健一/編 笠間書院 820 

本懐 上田 秀人 光文社  

砂の家 堂場 瞬一 角川書店  

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 新潮社 シエ 

めぐるの選択 山本 甲子 小学館文庫  

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

チャイコフスキー:交響曲第 1 番「冬の日の幻想」／幻想序曲「テンペスト」 エラス＝カサド／セント・ルークス管弦楽団 DAチ 3000050001999  

「ブレードランナー 2049」オリジナル・サウンドトラック [2CD]  DHフ 3000050002400  

サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー エラ・フィッツジェラルド DＭﾌ 3000050002748  

阿久悠メモリアル・ソングス～また逢う日まで 逢える時まで～  DP ア 3000050002589  

BEST [2CD] MIURA DAICHI ＤP ﾐ 3000050002651 

東宝名人会 三代目三遊亭圓歌 [2CD] " ＤＶｻ 3000050002776 

書名 著者名 出版社 記号 

星・星座 （学研の図鑑 LIVE ポケット）  学研プラス 44 

だんまりうさぎとおほしさま 安房 直子 偕成社 ｱﾜ 

体育館の日曜日 ペットショップへいくまえに 村上 しいこ 講談社 ﾑﾗ 

おばけのパンこうじょう オームラ トモコ 理論社 E 

はりねずみのおいしゃさん ふくざわ ゆみこ 世界文化社 E 

りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西 水丸 主婦の友社 E ｺ 

「ストローで 

きつつき」 

をつくります 

 

◎清水図書館 5 月・6 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。 

《CD》 

◆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 
 
「願い、かないます 
ように…」 

『なにかいいこと 自分をほどく知恵のことば』 

服部 みれい／著 イースト・プレス  

『ギブ・ミー・ア・チャンス』   

             荻原 浩／著  文藝春秋 

『身長を伸ばす 7 つの法則 めざせ、180 センチ!』  

黒川 伊保子／著  主婦の友社 

 

児童 
 
「おでかけだいすき」 

『ばしゃにのって』   

とよた かずひこ／作・絵 アリス館 

『ベンジーのふねのたび』 

マーガレット・ブロイ・グレアム／さく・え 福音館書店 

CD 

「ダンシングオールナイト」 

『ダンスマニア クラブ・クラシックス』  

ジョセリン・ブラウン／Ｖ／ほか 

『盆踊りの音楽 ベスト』   

大塚文雄／Ｖ ほか 

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》 

  

《 児 童 》 

夏休み読書おうえん 

スタンプラリー 

(７月２１日(土)～８月２６日(日))  

ほんやかみしばいをかりて、 

すてきなプレゼントをもらおう！ 


