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新刊は毎週土曜日から展示しています。

いくつかピックアップしてご紹介！
著者 出版社 請求記号

一般書

CD
請求記号

児童書

予約についてなど、詳しくはカウンターへお尋ねください。

４月のテーマ展示書名 タイトルコード

イラストで読むギリシア神話の神々 杉全　美帆子 河出書房新社 164 1000050011766

レンズが撮らえたオックスフォード
大学所蔵幕末明治の日本

フィリップ・グローヴァー 山川出版社 210.5 1000050014664

３月２６日（日）～４月１日（土） 面白い・・・・・本
これを読めば、さまざまな分野のことが面白いほ
どよくわかる・・・？！

コドモの定番 おかべ　りか 中央公論新社 376.1 1000050013352

２日（日）～７日（金） 知ってるつもり
知っているようで知らない事、意外とあるん
ですよね。

ゴリラは戦わない 山極　壽一 中央公論新社 489 1000050010249

９日（日）～１４日（金） スッキリ解決！ どんな難問も本を読めばスッキリ解決！

プレミアムな和サンド ムラヨシ　マサユキ 文化学園文化出版局 596 1000050010468

1６（日）～２１日（金） レベルアップ↑↑ あなたの毎日をレベルアップいたします。

佐野洋子ーあっちのヨーコこっちの洋子ー オフィス・ジロチョー　編 平凡社 726 1000050013480

２３日（日）～２８（金） 元気の素 みなさまの元気の素はなんでしょう？

物件探偵 乾　くるみ 新潮社 913.6 1000050013996

辻原登の「カラマーゾフ」新論 辻原　登 光文社 983 1000050011786

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ともだち　こんにちは！

1日～３０日 図書館員おすすめの春向きCD 春に聴きたい名曲を集めました。

Beautiful　Breath 山下　怜（クロマチック・ハーモニカ） DHヤ 3000040013369

はじめましてのおともだちも、まえからのおとも
だちも・・・みーんなこんにちは！

1日～３０日

五街道雲助　１２ 五街道　雲助（６代目） DVコ 3000050000079

Fantome 宇多田　ヒカル DPウ 3000040013133
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〒１７４‐００４６
板橋区蓮根３－１５－１－１０１

TEL ０３（３９６５）７３５１
FAX  ０３（３９６５）７３５６

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

蓮根図書館ＨＰ

http://hasune-lib.jp
フェイスブック

https://www.facebook.com/itabashi.hasune.lib

☆開館時間 午前９時～午後８時（土日・祝日を問わず）
★休館日

・第３月曜日 （祝日と重なるときはその直後の祝日以外の日）
・月末（３月３１日以外で土・日・祝日と重なるときは、その直後の土・日・祝日以外の日）
・年末年始・特別整理期間

蓮根図書館

当館では１週間・１ヶ月ごとにテーマを設け、
所蔵している資料をご紹介しています。

板橋区立図書館

いよいよ新年度のスタートです。

新生活がはじまり、蓮根図書館に初めて来館された方もいらっしゃるのではないでしょうか？

なにかお困りのことがありましたらお気軽にカウンターへお尋ねください。

平成２９年度４月より

・『Ｅｃｌａｔ』（月刊・毎月１日発売） ２０１７年５月号より購入 書架番号 Ｃ－２４

・『フォトコン』（月刊・毎月２０日発売）２０１７年４月号より購入 書架番号 Ｃ-１

の２誌を新規購入いたします。

平成２８年度３月をもって雑誌『アサヒカメラ』、『ｎｏｎ.ｎｏ』の購入を中止いたします。

保存期間内のバックナンバーはカウンターに置いてありますのでご利用ください。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

休館日 おはなし会 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会 二次利用

21 22 23 24 25 26 27

かるがも

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

28 29 30 31

講習会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・
1

　  『花の百名山８　―川苔山・雲取山・高尾山・天上山・大楠山５５分）

　季節によって表情を変える日本の山々の風景をお楽しみください。
りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
2 3 4 5 6 7 8

　　『トムとジェリー　②　』（5２分）

　世界一有名な猫とねずみのトダバタコメディ。親子でお楽しみください。
おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがもタイム
赤ちゃんおはなし会

おはなし会 のまりんの紙芝居劇場 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

いっしょにワクワク

おはなし会二次利用 休館日

26 27 28

二次利用 おはなし会

2523 24

おはなし会 赤ちゃんおはなし会

30

29

かるがもタイム

おはなし会

８日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

５月の蓮根図書館

《４月の蓮根図書館》

おはなし会 赤ちゃんおはなしかい

りんりんおはなし会 いっしょにワクワクおはなし会

毎月第２・第４金曜日
１０時～１２時

赤ちゃん連れでもゆったりと気兼ねなく図書館をご利用いただけるよう時間を設定し、
お子さんだけでなく保護者の方の読書支援もおこなっています。

かるがもタイム

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） ４月１５日（土）～１８（火）

保存期間が過ぎた雑誌等を、定期的に利用者へ提供しています。

（数に限りがありますので、期間内でも終了する場合があります。）

《４月の行事》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『いっしょにワクワクおはなし会』

ウチドク

蓮根図書館では、毎月さまざまなおはなし会をおこなっています。

日時：毎週水曜日 １５：３０～
場所：児童コーナー

絵本や紙芝居の読み聞かせです。

日時：14日（金）・28（金）11：00～
場所：視聴覚室

０，１歳の赤ちゃんと保護者のかた向けのおは
なし会。赤ちゃんと楽しむ歌などが中心です。

日時：4月１日（土）１１：００～
場所：視聴覚室

２，３，４歳の幼児向けのおはなし会。おは
なしの他に手遊びなどで楽しみます。

日時：4月22日（土）15：00～
場所：視聴覚室

毎月テーマを決めて親子で楽しめる絵本や紙芝
居の紹介と読み聞かせをしています。
今回のテーマは「どれにのる？のりものだい
しゅうごう！」です。

本や紙芝居を貸出すると、クイズシールを差し上げます。シールを集めて

クイズに答えてすてきなプレゼントをもらおう！ぜひご参加ください。

期 間：４月１５日（土）～５月１４日（日）

※台紙はカウンターでお配りしています。

お待たせしました！あの“のまりん”が今年もやってきます。
パワフルで笑顔あふれる紙芝居をぜひご堪能ください。

日 時：４月１４日（金） １５：００～１５：４５
場 所：蓮根集会所（蓮根図書館となり）直接会場へお越しください。

子ども読書週間 春のスタンプラリー （５月１４日まで）

子ども読書週間春のスタンプラリー

ミニ・ボローニャブックフェア

“のまりん”こと野間成之さんに、『効果的な紙芝居の演じ方』についてたっぷり
教えていただきます。ご興味のあるかた、ぜひご参加ください。

日 時：４月１４日（金） １６：００～１７：００
場 所：蓮根集会所（蓮根図書館となり）直接会場へお越しください。


