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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。

５月のテーマ展示書名 タイトルコード

正しいコピペのすすめ 宮武　久佳 岩波書店 Y02 1000050024954

できる人の「京都」術 柏井　壽 朝日新聞出版 S291.6 1000050029432

４月３０日（日）～５月５日（金） たかが人生、されど人生 さまざまな人生ストーリー、覗いてみませんか？

アメリカの教室に入ってみた
－貧困地区の公立学校から超インクルーシブ教育までー

赤木　和重 ひとなる書房 372 1000050003280

７日（日）～１２日（金） 暮らしの経済
お金にまつわる身近なあんな問題、こんな問題、
どれも立派な“経済”です。

枕と寝具の科学 久保田　博南 日刊工業新聞社 498.3 1000050024635

１４日（日）～１９日（金） 江戸のくらし 江戸時代に思いを馳せて・・・

祖父母手帳 森戸　やすみ 日本文芸社 599 1000050026739

２１（日）～２６日（金） ５年間眠っている本 なかなか貸出されないけれど・・・

絵巻で読む源氏物語 龍澤　彩 三弥井書店 721 1000050023374

ことばのしっぽ 「こどもの詩」
５０周年精選集

読売新聞生活部 中央公論新社 911.5 1000050023034

秋山善吉工務店 中山　七里 光文社 913.6 1000050020641

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

どれにのる？のりものだいしゅうごう！

２日～３０日 華やぐ季節
にぎやかで華やいだ雰囲気を演出する曲を集
めてみました。

ダークネス・アンド・ライト ジョン・レジェンド DLレ 3000050000353

あこがれののりもの、よくみるのりもの、見つか
るかな？

２日～３０日

柳田國男著『木綿以前の事』 松宮　森乃（朗読） DXモ 3000050000656

SMAP　25　YEARS SMAP DPス 3000050000348

２０１７年
５月号

〒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

そろそろ新生活も落ち着いてきたころでしょうか？
ゴールデンウィークもあります。お気に入りの図書を片手におでかけはいかがでしょうか？
遠出の予定のない方は蓮根図書館で資料探索もおすすめです。
ぜひご活用ください！

パーソナルトレーナーとして活躍されている森本浩之氏をお招きし、“太らない 老いない

疲れない カラダの作り方”を実技を交えてお話しいただきます！

日 時：５月２８日（日）１４：３０～１６：００（開場１４：１５）
場 所：蓮根図書館視聴覚室
定 員：１５名
申込み：５月２日（火）９時より蓮根図書館カウンターもしくは電話にて受付



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

おはなし会 二次利用

18 19 20 21 22 23 24

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

25 26 27 28 29 30

IT講習会 おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・
1 2 3 4 5 6

　  『シルクロード第１部第１集　遥かなり長安』　（５０分）

　日本中に「シルクロードブーム」を巻き起こした普及の名作がはすね名画劇場に登場です！
おはなし会 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
7 8 9 10 11 12 13

　　『まんが日本昔ばなし⑤　』（5２分）
かるがもタイム 　一寸法師やカチカチ山など、どこか懐かしいおはなしをお楽しみください。

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会 二次利用

27

かるがもタイム

21 22 23 24

二次利用 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

2625

いっしょにワクワク

おはなし会

28 29 30 31

二次利用

健康講演会 休館日

健康講座申込み開始
休館日

おはなし会

１３日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

6月の蓮根図書館

《５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） ５月２０日（土）～２２（月）

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。）

《５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：12日（金）・26（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：５月６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：５月2７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「はれのちくもり ときどき
あめ」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。

子ども読書週間 春のスタンプラリー （５月１４日まで）

けやきカメラクラブ ６日～１４日

ミニ・ボローニャ ブックフェア

いたばしボローニャ子ども絵本館に昨年新たに寄贈されたさまざまな国や地域の絵本が

今年も蓮根図書館にやってきます。

珍しい絵本たちを、どうぞお手に取ってご覧ください。

期 間：５月２日（火）～８日（月）

場 所：蓮根図書館視聴覚室


