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新刊は毎週土曜日から展示しています。その中からピックアップしてご紹介！
※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。

著者 出版社 請求記号

一般書

CD

請求記号

児童書

.

日本の伝統

本をひらいてタイムトラベル

Ｙ49

行きたいのはどんな時代？どんな場所？

調べてみよう！
日本ならではってどんなものがあるかな？

うるわしい五月 さわやかな五月にぴったりの音楽を集めました。１日～３０日

花鳥風月 見ているだけても心が癒される、美しい本たちをお楽しみ
に。

２０日（日）～２５日（金）

726

ペルゴレージ：スターバト・マーテル ヤーコプス指揮／コンチェルト・ヴォカーレ ＤＦヘ 3000050002282

１日～３０日
天空のバンドネオン
～タンゴでスタジオジブリ～

小松　亮太（バンドネオン） ＤＩコ 3000050002024

１日～３０日

赤ちゃんとママのゆらりんクラシック ジャック・ルヴィエ　他 ＤＹア 3000050002413

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

魔力の胎動 東野　圭吾 KADOKAWA 913.6 1000050117951

1000050121030

いつも日本語で悩んでいます
－日常語・新語・難語・使い方―

朝日新聞校閲センター さくら舎 810 1000050113867

book of Tokyo 東京の穴場スポットや、東京を舞台にしたディープな世界
へご案内します。

佐野洋子の「なに食ってんだ」 佐野　洋子 ＮＨＫ出版 596 1000050114131

１３日（日）～１８日（金）

人口減少と鉄道 石井　幸孝 朝日新聞出版 Ｓ686 1000050115569

しかけ絵本（別冊太陽）
－飛びだす、ときめく、遊ぶ、楽しむー

平凡社

ピープルライフ さまざまな人生・人物像に迫ります。

世界一美しい人体の教科書 酒井　建雄 筑摩書房 1000050123780

６日（日）～１１日（金） 未来をさぐる どんな未来を手にするか・・・それはあなた次第です。

いま行きたい！スゴいホテル イカロス出版 1000050114526

４月２９日（日）～４日（金）

Ｔ291

５月のテーマ展示書名 タイトルコード

魔女っ子司書と図書館のたね 八巻　千穂 郵研社 010 1000050111857

２０１８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

先日利用者の方から「利用者OPACのレシートがわかりづらく、本が探しづらい！」という声をいただきました。

今号のはすねだよりでは館内に設置している利用者端末（OPAC）のレシートの見方について解説いたします。

数字や言葉の意味など、本を探す手がかりとしてお使いください。

わからない点等は、いつでもお気軽に図書館員までおたずねください。

「探している本のレシートを出しました。何を見たらいいですか？」

①館名を見ます。どこの館に所蔵があるかわかります。
②「開架」「閉架」がわかります。閉架の際は図書館員までお声がけください。
③所蔵館に「在庫」か「貸出中」かわかります。
④請求記号は、本の背表紙に貼ってあるラベルの数字です。数字順に本が並ん
でいます。（913.6など背にラベルが貼っていない本もあります）
⑤所蔵館の資料番号です。
⑥板橋区立図書館全館共通の図書番号です。（タイトルコード）
※そのほか、本の大きさなども棚で探すときの目安になります。

資料情報確認票
------------------------------------
１．しかけ絵本 、平凡社、２０１９．４、

２９ｃｍ

-----------------------------------------
①館名 ②場所 ③状態 ④帯出

⑤請求記号 ⑥資料番号

------------------------------------------------
蓮根 開架 在庫 貸出可 726

0412124315
成増 開架 貸出中 貸出可 726/U

1211946823
-----------------------------------------------

⑥1000050121030



日 月 火 水 木 金 土
1 2

おはなし会 りんりん

3 4 5 6 7 8 9

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

おはなし会 二次利用

17 18 19 20 21 22 23

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 はすねサロン 赤ちゃん ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

ポプラディア おはなし会

二次利用

春のスタンプラリー

二次利用

27

健康講座 休館日

28

25

休館日

休館日おはなし会

26

ブックトークおはなし会
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム

29 30 31

おはなし会 二次利用

20 21 22 23 24

　　突然の竜巻に飛ばされたドロシーは・・・オズの世界をお楽しみください。
赤ちゃんおはなし会 名画劇場かるがもタイム

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会

4 5

10 11 12
　　『世界名作アニメ３～オズの魔法使い～』（42分）

ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『花の百名山 ⑬　針ノ木岳　双六岳　槍ガ岳　涸沢岳　燕岳』　（55分）

　　季節ごとに違った表情を魅せる日本の山々をぜひお楽しみください。
おはなし会 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
6 7 8 9

1 2 3

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２１日（土）～５月２０日（日）

※台紙はカウンターでお配りしています。

おはなし会

１２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 親子で楽しむブックトーク

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１９日（土）～２２日（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。）

《５月の行事》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で楽しむブックトーク』

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：１１日（金）・２５日（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５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２６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「しゅっぱーつ！のりものだい
しゅうごう」です。

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。珍しい絵本をお手に取ってご覧ください。

期 間：５月２日（水）～８日（火） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

昨年ご好評いただいた健康情報講座第２弾！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、〝１０年先も動ける体を保つには″をテーマに簡単な体操を交えてお話いただきます。

日 時：５月２０日（日）１４：３０～１６：００（１５分前に開場いたします）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 講 師：森本 浩之 氏 定 員：１５名

申込み：カウンターもしくは電話にてお問い合わせください。


