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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

4月のテーマ展示書名 タイトルコード

RE:THINK
―答えは過去にある―

スティーヴン・
プール

早川書房 141 1000050180080

“新しい” 4月は新しい事を始めたくなりますね。何か目標を立てて
チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

スクールロイヤーにできること
ストップいじめ！ナ
ビスクールロイヤー
チーム

日本評論社 374 1000050202623

7日（日）～12日（金） それも、愛 愛は様々な表現方法があります。人の数だけ愛がある。そ
れってとても素敵ですね。

こんな家に住んできた
―17人の越境者たち―

稲泉　連 文藝春秋 280 1000050199055

1日（月）～5日（金）

マニアック・ワールド
～ディープな本～

読みだしたら止まらない！？思わず引き込まれるマニアッ
クな図書をご紹介します。部位別でみつかる水産食品の寄

生虫・異物検索図鑑
横山　博　ほか 緑書房 667 1000050198234

21日（日）～26日（金） フルーツ・ア・ラ・カルト
フルーツに関する図書を集めました。食べておいしい、読
んで楽しいフルーツをご賞味ください。

エイズはまだ終わっていない
―科学と政治をつなぐ9つの視点―

ピーター・ピ
オット

慶応義塾大学
出版会

498.6 1000050200123

14日（日）～19日（金）

白川静さんに学ぶこれが日本語 小山　鉄郎 論創社 812 1000050200224

君が代の歴史 山田　孝雄 講談社 767 1000050199928

フレスコバルディ：鍵盤作品集 辰巳美納子 DDフ 3000050003780

1日～30日

図書館員が薦めるCD 図書館員おすすめのCDをご案内します。普段聴かない
ジャンルもぜひ視聴してみてください。タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

谷崎潤一郎文学の着物を見る
新装版　耽美・華麗・悪魔主義

大野　らふ 河出書房新社 910タ 1000050198834

1日～30日

44/876 スティング　ほか DLス 3000050003579

1日～30日
浪曲　玉川太福の世界
地べたの二人

玉川太福 DSタ 3000050003893

はるがきた！
うれしいはるがやってきました！ほんのなかのひとたち
は、どんなはるをすごしているかな？

調べてみよう！
東京のこと

わたしたちが住んでいる「東京」についてしらべてみま
しょう。

２０１9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

新年度となり、新しい環境で生活を始める方もいらっしゃると思います。図書館では随時、新規登録を受け付け

ています。区内にお住いの方はもちろん、豊島区・練馬区・北区・和光市・戸田市にお住いの方、板橋区に通

勤・通学されている方もご登録いただけます。新生活に伴う住所変更や電話番号の変更も、ぜひこの機会にお願

いいたします。

パーソナルトレーナー・森本浩之氏による健康情報講座です。

肩こりや腰痛の予防をして、気持ちも体もリラックスしませんか？
日時：5月26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（申込制）

受付：4月20日（土）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。

健康情報講座

肩こりと腰痛の「予防法」



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

おはなし会 りんりん

5 6 7 8 9 10 11

かるがも

休館日 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

12 13 14 15 16 17 18

おはなし会 二次利用

19 20 21 22 23 24 25

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

26 27 28 29 30 31

健康講座 おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『最後の人』（74分）　監督：F.W.ムルナウ、主演：エミール・ヤニングス

ベルリンを舞台にホテルの門番をする男の生涯を描きます。
おはなし会 りんりん

おはなし会

1 2 3 4 5 6

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

14 15

　  14時からは・・・
7 8 9 10 11 12 13

『日本の昔ばなし１～いっすん法師・つるの恩返し～』（25分）

16 17 18 19 20

のまりん紙芝居
『グリム名作童話集１　しらゆき姫、わらと炭とそらまめ、つぐみのくちばしの王子』（35分）

休館日 おはなし会 二次利用

21 22 23 24 25 26 27
春のスタンプラリー　4/20～5/19

二次利用 二次利用 おはなし会
かるがもタイム はすねサロン
赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

28 29 30

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

13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） 4月20日（土）～22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：12日（金）・26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6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：4月27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「輪ゴムで遊ぼう」です。

おまたせしました！今年もあの“のまりん”がやってきます！

“のまりん”こと、のましげゆきさんによるすてきな紙芝居劇場をお楽しみください。

日時：4月12日（金）15時30分～16時15分 場所：蓮根集会所

大人から子どもまで楽しめるお馴染みの曲を、ヴィオラ・ダ・ガンバの

生演奏でお届けします。ぜひ、ご参加ください。

日時：4月27日（土）11：00～11：30ごろ

場所：蓮根図書館 視聴覚室 演奏：田淵宏幸 氏

春のスタンプラリー
～ドは読書のド～

はすねサロン

のまりんの

紙芝居劇場

春のスタンプラリー4/20～5/19


