
 

 

 清水図書館からのおしらせ 
 

◆新春企画・『本の福袋』◆ 

1 月 5 日(土)より、『本の福袋』としておすすめ本を展示・貸出しします。 

なくなり次第終了しますのでお早めにどうぞ！ 

◆『本の世界に入ってみよう！』◆※定員となりました。 

1 月 19 日(土)に『本の世界に入ってみよう！』を開催します。 

合成技術を使用して本の中にいるような映像を撮影、完成した動画を DVD にして

プレゼントする子ども向けのイベントです。 

◎図書館でできること 

本や雑誌を期限までに読み終わらなかった時は､返却期限までに来館､電話または

インターネットにより､1 回だけ､貸出期間をその日から 2 週間延長することがで

きます。(インターネットでの延長はパスワードが必要になります。パスワードは

館内の利用者用端末(OPAC)や図書館のサイトで登録できます)ただし以下の場合

にご留意ください。 

•予約の入っている資料や､視聴覚資料(ＣＤ､カセット)､返却期日を過ぎている資料

は､貸出延長できません。 

•返却期日を過ぎている資料や弁償中の資料が１点でもある場合は､他の返却期限

内の資料も､貸出延長が OPAC(インターネット･館内利用者端末)ではできなくな

ります (この場合の期限内資料は､お電話または窓口にてお受けいたします)。  

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：1 月 9 日(水)～11 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。 

◆2 月の二次利用実施日（予定）：2 月 6 日(水)～8 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 
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★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★1 月の休館日：1(火)～4(金),21(月),31(木) 
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毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

二次利用 

★3 月の休館日： 
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19 日のこうさくひろばは 

イベントのためおやすみです 

おはなしひろば 
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◆児童コーナー 

★おはなしひろば★  

◆日時：1 月 5 日・12 日・26 日  

★午前の部(10：00～10：30)   

★午後の部(３：00～3：30)  

★こうさくひろば★ 

「本の世界に入ってみよう！」のためお休みです。来月をおたのしみに！ 

◆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 

「日本の伝統」という幻想 藤井 青銅 柏書房 031 

答えのない世界に立ち向かう哲学講座 岡本 裕一朗 早川書房 104 

プーチンとロシア革命 百年の蹉跌 遠藤 良介 河出書房新社 238 

アンガーマネジメント実践講座 安藤 俊介 PHP ビジネス新書 336.4 

寄付をしてみよう、と思ったら読む本 澁澤 健、鵜尾 雅隆 日本経済新聞出版社 369.1 

最高の入浴法 早坂 信哉 大和書房 498.3 

物忘れ・認知症を撃退！脳がよみがえるきくち体操  菊池 和子 宝島社 498.3 

フェルトで作るゆかいな生きもの 佐々木 公子、pote ブティック社 594 

咲くとうれしい！やさしい山野草  主婦の友社 627 

空は、 HABU パイインターナショナル 748 

ニューエクスプレス+ タイ語 水野 潔 白水社 829 

ダンシング・マザー 内田 春菊 文藝春秋  

ある男 平野 啓一郎 文藝春秋  

不良老人の文学論 筒井 康隆 新潮社 ﾂﾂ 

わたしの城下町 木下 直之 ちくま学芸文庫 B521 

旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ 最新版 丸山 ゴンザレス 他/編 辰巳出版 T 

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

モーツァルト・ウィズ・フレンズ～ケーゲルシュタット・トリオ メンケマイヤー(VA) 他 DE ﾓ 3000050003351  

エブリデイ・イズ・クリスマス シーア DN ｼ 3000050002313  

BEST HIT AKG 2(2012−2018) ASIAN KUNG−FU GENERATION DP ｱ 3000050002982  

MAMORU MIYANO presents M&M THE BEST [2CD]  宮野真守 DP ﾐ 3000050003060  

毎日新聞落語会名演集 第弐集 [2CD]  DV ﾏ 3000050002900  

ZEN～自律神経とストレスに効く CD～  DZ ｾ 3000050003258  

書名 著者名 出版社 記号 

フラッシュメモリのひみつ とだ 勝之/まんが 学研プラス 54 

写真でわかる はじめてのことわざ・四字熟語辞典   学研プラス 81 

オリンピックのおばけずかん ビヨヨンぼう 斉藤 洋 講談社 ｻｲ 

転校生は忍者？！ もとした いづみ 佼成出版社 ﾓﾄ 

ぬかどこすけ！ かとう まふみ あかね書房 E 

ぱかっ 森 あさ子 ポプラ社 E ｺ 

◎清水図書館 11 月・12 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。 《一般書》 

◆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 
 
「『和』に親しむ」 

『地歌舞伎を見に行こう、大人の学び旅 2』 

  産業編集センター  

『和のごはんもん 京の老舗の家の味』  

      飯田 知史／著  里文出版 

『くらべる東西』  

  おかべ たかし／文 東京書籍 

 

児童 
 
「しゅっぱーつ！」 

『しょうぼうじどうしゃ じぷた』   

  渡辺茂雄／さく・山本忠敬／え 福音館書店 

『じてんしゃにのる アヒルくん』  

 デイビッド・シャノン／さく 評論社 

CD 

「今年も気合いだ!!」 

『祝い雅楽ベスト』  

演奏：伶楽舎/祝典雅楽合奏団 

『新日本プロレスベスト』 

 

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！ 

 
 

《CD》 

《 児 童 》 


