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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

.

ゴールデン☆ベスト　日本の四季を歌う

１日～３０日

山口　百恵 DPヤ

ネーデルラント楽派の音楽 マンロウ／ロンドン／古楽コンソート DFネ 3000040013637

オン・エアー ザ・ローリング・ストーンズ DLロ 3000050002221

昨年度受入れたＣＤから
昨年度、蓮根図書館で新しく受入れたCDをもう一度おさ
らい！聞き逃していたものが見つかるかもしれません。

１日～３０日

3000050002395
植物

わたしのともだち いよいよ新年度のはじまりです。たくさんともだちできるといいね。

調べてみよう！
春の植物はどんなものがあるかな・・・？１日～３０日

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

騎虎将太田道灌（上）（下） 幡　大介 徳間書店 913.6
1000050103630
1000050103633

文豪の朗読 朝日新聞社 朝日新聞出版 910 1000050107568

いちばんていねいな、基本のデッサン
オールカラーでわかりやすい 小椋　芳子 日本文芸社 725 1000050106890

2017年の故人を偲ぶ ２０１７年にお別れした著名人の作品を集めます。

料理用あま酒、はじめました。 舘野　真知子 光文社 596 1000050107988

２２日（日）～２７日（金） 発進！ＹＡ部 長期休みの前に発行している中高生向けブックリスト
〝発進！ＹＡ部″春号より、おすすめの本を紹介します。

疑惑の科学者たち ジル・アルプティアン 原書房 402 1000050110563

１５日（日）～２０日（金）

健康 新しい季節も、元気に過ごせますように。
日本で１日に起きていることを
調べてみたー数字が明かす現代日本ー

宇田川　勝司 ベレ出版 351 1000050109106

８日（日～１３日（金） スタイリッシュ スタイルにこだわってみませんか？

語り継がれた西郷どん 一坂　太郎 朝日新聞出版 S289サ 1000050107519

１日（日）～６日（金）

４月のテーマ展示書名 タイトルコード

玉川百科こども博物誌（６） 小原　芳明 玉川大学出版部 03 1000050107659

２０１８年
４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

いよいよ新年度のスタートです。

環境が変わり、慣れない毎日の方もいらっしゃるでしょう。図書館では様々な場面に役立つ図書を揃えています。

新生活で気がかりなこと、お困りのことがありましたら、図書館で調べてみてはいかがでしょうか？

また住所変更等のお手続きが必要になりましたら、ご来館の際にカウンターへお申し出ください。

図書館では、図書館資料・検索機能を活かした調べものや探しもののお手伝いをする

レファレンスサービスをおこなっています。

〝調べたいけれど、なにから手をつければいいかわからない″〝本をどうやって探せば？″

〝図書館でどんなことができるの？″など、お気軽に図書館員へお尋ねください。



作家の似顔絵展

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

休館日 おはなし会 りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会 二次利用

20 21 22 23 24 25 26

講習会 かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30 31

おはなし会 休館日

29 30

28

二次利用 二次利用 おはなし会
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム

22 23 24 25 26 27

春のスタンプラリー（５月２０日まで）

ブックトーク

休館日 おはなし会 二次利用

　毎度おなじみネコとネズミのドタバタコメディ！たくさん笑ってくださいね。・
おはなし会

赤ちゃんおはなし会 名画劇場かるがもタイム

15 16 17 18 19 20 21

のまりんの
紙芝居劇場

5 6 7

12 13 14

りんりんおはなし会
　  １４時からは・・・

8 9 10 11
　　『トムとジェリー⑦』（５１分）

おはなし会

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・
1

　 『シルクロード第１部第４集～幻の黒水城 』　（50分）

１１～１３世紀に栄えた黒水城（カラホト）の遺跡へ。壮大なシルクロードの旅をお楽しみください。

2 3 4

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

１４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 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） ４月２１日（土）～２３日（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。）

《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：１３日（金）・２７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：４月７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２８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「本をひらいてタイムトラベ
ル」です。

毎年ご好評いただいている、のまりんが今年も蓮根図書館に帰ってきます！

パワフルで笑顔あふれる紙芝居、ぜひご覧ください。。

日 時：４月１３日（金） １５：３０～１６：１５

場 所：蓮根集会所（蓮根図書館となり） 申込み：不要です。当日直接会場へお越しください。

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″をテーマに実演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：４月２０日よりカウンターもしくは電話にてお問い合わせください。

春のスタンプラリー（5/20まで）


