
 学校訪問 

←こちらから学校訪問の様子がご覧になれます。 

    また、板橋区公式ホームページからもアクセスできます。 

    第29回 

ボローニャ・ブックフェア 

inいたばし 世界の絵本展 

“いきいき子ども！あたたか家族！はつらつ先生！”地域が支える教育の板橋 

“学び合う、学び続ける人づくり！”地域を創る教育の板橋          
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「調べる学習相談会」を実施します  

～「図書館を使った調べる学習コンクール」に応募しませんか～ 

 興味のあることを図書館で調べて、「図書館を使った調べる学習コンクール」に応募してみませんか。図書館ではテーマの決め方や資

料の探し方などを丁寧にサポートする相談会を実施し、作品づくりのお手伝いをします。相談会はいずれも申込制となります。 

期間：８月１４日（土）～２９日（日） 

時間：９時～２０時  

   ※８月２１日（土）は１３時～ 

費用：無料 

場所：中央図書館１階 図書館ホール 

   ほか（常盤台4-3-1） 

新中央図書館をご利用下さい！ 

 ３月にオープンした新中央図書館は開館後多く

の方にご利用いただいています。１階から３階に

かけてお子さまから大人まで、それぞれの目的に

応じてご利用いただける空間になっています。  

開催場所・問合 日 程   時 間 対 象 定 員 

中央図書館   ℡6281-0291     7月  
２６（月）２７（火） １４時～１５時３０分 

小学生 各日４名 
２９（木）３０（金） ９時３０分～１１時 

赤塚図書館   ℡3939-5281 
7月 ３０（金） 

１４時～１６時 どなたでも 各日６名 
8月 ６（金） 

蓮根図書館   ℡3965-7351 
7月 １８（日） 

１４時～１５時３０分 小学生 各日５名 
8月 １（日） 

氷川図書館   ℡3961-9981     
7月 ３１（土）   

１４時～１５時 小学生 １０名 
8月 ７（土） ８（日） 

高島平図書館  ℡3939-6565 7月 １８（日）   
１０時～１１時３０分 小学１～３年生 ８名 

１４時～１５時３０分 小学４～６年生 ８名 

小茂根図書館  ℡3554-8801 7月 ２７（火）２９（木） １０時～１１時３０分 
低学年向け 

各日５名 
中・高学年向け 

西台図書館   ℡5399-1191 7月 ２６（月）   １０時～１１時３０分 小学生 １０名 

志村図書館   ℡5994-3021 8月 ３（火）５（木） １０時～１２時 小学生 各日５名 

 北イタリアのボローニャ市では、毎年

世界中から絵本が集まる見本市が開かれ

ていて、その絵本の一部が今年もはるば

る板橋にやってきます。届いたばかりの

世界各国の絵本を、ぜひ見に来てくださ

い。 

 また、今年は2階多目的ホールにて韓 

国の絵本展も同時開催！日韓絵本交流会

のご協力により、過去に見本市で入選し

た絵本、日本で翻訳出版された絵本、最

新のおすすめ絵本など約80点を展示し

ます。そのほか、毎日14時よりおはな

し会を開催します。日本語の他に、英

語、中国語、イタリア語、ロシア語、ア

ラビア語など、日替わりで外国語での読

み聞かせを予定しています。皆さんのお

越しをお待ちしています。  

２階ティーンズコーナー 

◆どんな本があるの？ 

 ティーンズ向けに文学や知識の本が４０００冊

以上あり、ファッション・スポーツなどの雑誌も

そろえています。 

◆勉強はできるの？ 

 ティーンズルームでは、レイアウトを変えられ

る机があり、グループ学習にも利用できます。 

◆どんな展示をしているの？ 

 月替わりに、ティーンズが作成した本を紹介す

るポップの展示や、読書の支えになるような企画

展示などを行っています。 

◆Wi-Fiはあるの？ 

 館内Wi-Fiがあります。また、７月２１日（予

定）から区立小中学生に配付しているパソコンが

接続できる専用Wi-Fiが利用可能となります。 

【問合せ】図書館の利用・調べる学習相談会について 中央図書館代表電話 ☎6281－029１      

       ボローニャ・ブックフェアinいたばしについて いたばしボローニャ絵本館 ☎6281－0560 

     

詳細は各館までお問合せ下さい。 

３階学習ルーム 

 静かに勉強できる学習ルーム（申込制）も利

用できます。 
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【申込・問合せ】教育支援センター 教育相談係 

       ☎3579-2195  FAX：3579-4058 

中学校時代に不登校を経験した高校生の体験談と高等学校教諭に

よる進路情報とアドバイスをいただくセミナーです。思春期や不登

校の悩みはさまざまです。自分にあった進路選びと、周囲の大人は

どのようにサポートしたらよいか、一緒に考えてみませんか。  

日時：令和３年７月２４日（土） 午前１０時～１２時 

場所：教育支援センター 研修室 

内容：①不登校を経験した高校生の体験談 

    板橋フレンドセンター卒業生（現高校２年生） 

   ②中学卒業後の進路の選び方 

    ・都立桐ヶ丘高等学校  

    ・東京都認可私立通信制高等学校 

            ・広域通信制高等学校 

対象：区内在住・在学の中学生とその保護者、 

   不登校生徒を支援している方 

定員：５０人（申込順）   申込方法：電話又はＦＡＸ 

～夏休みは郷土資料館へ行こう！～ 

 夏の思い出づくりは郷土資料館にお任せ！夏休み期間

中に様々なイベントを行っています。いたばしの歴史を

知りたい・調べたい・体験したい、そんなときは、ぜひ

郷土資料館へお越しください。 

展 

示 

板橋のねがい・いのり・くらし 

―民間信仰と民具・絵馬―  

7月10日(土)～   

     9月20日(月祝)  
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夏休み自由研究相談 
7月21日(水)～ 

     8月31日(火)  

勾玉
まがたま

づくり体験  
7月21日(水)～ 

     8月31日(火)  

館内クイズラリー  
7月21日(水)～ 

     8月31日(火)  

夏休み子ども教室 

親子で燃やせ！火おこし体験  

7月28日(水)・31日

(土)/8月20日(金)・

22日(日)  

夏休み子ども教室 

さわって学ぼう！本物の 鎧
よろい

・ 刀
かたな

 

― 武者行列鎧
むしゃぎょうれつよろい

の着付け体験も―  

7月30日(金) 

     ・8月1日(日)  

夏休み子ども教室 

作って撮ろう！ピンホールカメラ  

8月7日(土) 

     ・8日(日祝)  

夏休み子ども教室 

桜で染める桜色の手ぬぐい  
8月21日(土)  

 

※ 展示・イベントの詳細は、郷土資料館HPをご覧ください。 

    夏休み子ども教室は、事前申込が必要です。 

【問合せ】郷土資料館 赤塚5-35-25 ☎ 5998-0081  

中高生勉強会「学びiプレイス」 

中学生･高校生が無料で気軽に参加できる勉強会です｡ 

大学生などのボランティア勉強をサポートします。 

会  場 曜 時   間 所 在 地 

まなぽーと大原 火 18時～20時 大原町5-18 

高島平図書館 水 17時～19時 高島平3-13-1 

教育支援センター 水 18時～20時 
板橋2-66-1 

(区役所南館6階) 

中央図書館 木 17時～19時 常盤台4-3-1 

まなぽーと成増 金 18時～20時 成増1-12-4 

※お休みとなる週もあります。詳しい開催日は、 

問合せまたはホームページで確認してください。 

■事前申込みは不要です 

勉強したい教材や筆記用具を持って直接会場へ。 

【問合せ】生涯学習推進係 ☎3579-2633   

i-youth(あい・ゆーす）のご案内 
 －中高生・若者が自由に過ごし、活動できる居場所－ 

 まなぽーと大原、まなぽーと成増には、中高生・若者が、一人 

 でもグループでも無料で利用できる｢i-youth｣があります。 

    詳細はお問合せください 。 

 ■運営時間 

 〇月曜日～金曜日13時～21時 

(休日・年末年始及び第３月曜日の休館日を除く) 

 〇土曜日及び区立中学校の三季休業日 ９時～21時 

 (日曜日・休日・年末年始及び第３月曜日の休館日を除く) 

  〇日曜日及び休日 ９時～17時 

   ※ただし、中学生の個人利用は原則として19時まで 

【問合せ】まなぽーと大原(大原町5-18)  ☎3969-0401 

               まなぽーと成増(成増1-12-4) ☎3975-9706 

セミナー参加者募集  

「不登校の子どもの気持ちと進路選択」 

   熱中症予防×コロナ感染防止 
 ～注意！ マスク着用により、熱中症リスクが高まります～ 

今夏も例年以上に熱くなることが予測されています。 

 マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないう

ちに脱水になるなど体温調節がしづらくなってしまいます。以下のポイ

ントを守り、「熱中症予防」と「感染症拡大防止」を両立させましょ

う。 

１ 暑さを避けましょう 

 ・エアコンを利用するなど、部屋の温度を調節 

 ・熱い日や時間帯は無理をしない 

２ 適宜マスクをはずしましょう 

 ・気温や湿度の高い中でのマスク着用は要注意 

 ・屋外で人と十分な距離(2m以上)がとれている時は、マスクをはずす 

３ こまめに水分補給をしましょう 

 ・喉が渇く前に水分補給 

 ・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに 

４ 日頃から健康管理をしましょう 

 ・日頃から体温測定、健康チェック 

 ・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養 

５ 暑さに備えた体づくりをしましょう 

 ・無理のない範囲で適度に運動 

 ・水分補給は忘れずに 

【問合せ】学務課学校運営保健係 ☎：3579-2616   

発行・編集   

板橋区教育委員会事務局教育総務課庶務係   
TEL3579-2603 FAX3579-4214 
〒173-8501 東京都板橋区板橋２-６６-１ 

E-mail:ky-shomu@city.itabashi.tokyo.jp 

 

夏休みは朝９時か
ら利用できます！ 

 夏休みにも 

ご活用ください！  

 ※事業や施設利用は、今後の感染状況により変更する場合が 
  あります。最新の情報はホームページでご確認ください。 


