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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

5月のテーマ展示書名 タイトルコード

書物の破壊の世界史　シュメールの
粘土板からデジタル時代まで

フェルナンド・
バエス

紀伊國屋書店 020.2 1000050203853

平成今昔 いよいよ新しい元号「令和」が始まります。
最後にもう一度「平成」を振り返ってみませんか。銀行員は生き残れるか

40万人を待ち受ける運命
浪川　攻 悟空出版 338.2 1000050210679

5日（日）～10日（金） 新しい明日へ 今日がどんな日でも、明日は必ずやってきます。
気持ちを切り替えて新しい明日を迎えましょう。

アネサラシネウプソロ
アイヌとして生きた遠山サキの生涯

遠山　サキ 地湧社 289.1 1000050209516

4月28日（日）～5月3日（金）

シンプル
日々の生活で少しだけ「シンプル」を意識すると、普段
より気持ちがスッキリするかもしれません。事故の哲学　ソーシャル・アク

シデントと技術倫理
齊藤　了文 講談社 504 1000050207895

19日（日）～24日（金） 花と人 キレイな花は人の心を癒します。そんな花と人にまつわ
る図書をご紹介します。

強制不妊
旧優生保護法を問う

毎日新聞取材班 毎日新聞出版 498.25 1000050210254

12日（日）～17日（金）

お金って… お札の柄だけではない、お金の有様って変わってるかも…
拓本入門
採拓の基礎から裏打まで

藪田　夏秋 淡交社 728 1000050203427

養蜂大全 松本　文男 誠文堂新光社 646.9 1000050213998

26日（日）～3０日（木）

東京物語
～斎藤高順：ピアノ曲集～

青木美樹（ピアノ） DHト 3000050003757

1日～3０日

花 花をモチーフにしたCDをご紹介します。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

有栖川有栖の密室大図鑑 有栖川　有栖 東京創元社 902.3 1000050209606

1日～3０日

キャヴァリア エディ・リーダー DOリ 3000050003914

1日～3０日

話芸と歌で聴かせる忠臣蔵義太夫 竹本綱太夫（８世） DSタ 3000050003879

いろんな　こ・と・ば いろんなことばを知っていると、お友だちとのおしゃべ
りが楽しくなりそう！

調べてみよう！
食べ物

みんなのすきな食べ物はなにかな？その食べ物がどう
やって作られているか調べてみよう。
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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

今月から新元号の「令和」が始まります。4月とはひと味違うワクワクを感じている方も多いのではないで

しょうか。4月末から大型連休も始まりますが、図書館は通常通り開館しております。なお、5/7（火）が

振替休館日となっております。詳しくは、カウンターにて配布している図書館カレンダーを

ご確認ください。

日本で開発されたプログラミングツール「Viscuit（ビスケット）」を使います。

自分で作ったプログラミングが動く様子を体感できます。ぜひご参加ください。

日時：6月30日（日）14：00～15：30（開場 13：45～） 対象：小学生
場所：蓮根図書館視聴覚室 定員：12名（保護者同伴可）
受付：5月27日（月）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第お申し込みを終了させていただきます。

たのしいプログラミング教室Viscuit（ビスケット）

プログラミングにチャレンジ！



日 月 火 水 木 金 土
1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

かるがも
はすねサロン おはなし会 赤ちゃん

30

講習会

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『日本無声映画名作館20　東京行進曲』
ミニ・ボローニャ・ブックフェア4/30（火）～5/6（月） 『日本無声映画名作館3　  江戸怪賊傳　影法師』　　（計78分）

おはなし会

1 2 3 4

りんりん
おはなし会 　  14時からは・・・

5 6 7 8 9 10 11
『楽しいムーミン一家1話　ムーミン谷の春』春のスタンプラリー　4/20（土）～5/19（日）

『楽しいムーミン一家2話　魔法の帽子』　　　　　　（計50分）
休館日 おはなし会 かるがもタイム 名画劇場赤ちゃんおはなし会

おはなし会 はすねサロン 二次利用

12 13 14 15 16 17 18

25

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
かるがもタイム

19 20 21 22 23 24

赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

26 27 28 29 30 31

健康情報講座 おはなし会 休館日
本や紙芝居を借りてシールを５枚集めよう！

シールに書かれているクイズに答えると、がんばったで賞がもらえます！！

ぜひ参加してくださいね♪

期間：4月20日（土）～5月19日（日）

おはなし会

11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 親子で遊べるブックトーク

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18日（土）・19日（日）・21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。）

《4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：10日（金）・24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4日（土）１１：００～
場所：児童コーナー

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25日（土）15：00～
場所：児童コーナー

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「影で遊ぼう」です。

普段あまり耳にすることのない、尺八の美しい音色をお楽しみ

いただけます。お気軽にお越しください。

日時：5月16日（木）11:00～11：30 場所：蓮根図書館視聴覚室

演奏：細矢富栄 氏 演奏曲目（予定）：朧月夜・月の砂漠・浜千鳥 他

春のスタンプラリー

はすねサロン

ミニ・ボローニャ・ブックフェア
世界のめずらしい絵本が大集合！！

今年もボローニャから届いた絵本を展示します。

年に一度のお楽しみを、お見逃しなく♪

期間：4月30日（火）～5月6日（月） 場所：蓮根図書館視聴覚室

絵本館資料展6/3（月）～6/9（日）


