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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。

内野　安彦 ほおずき書籍 699

藤あや子　全曲集　2017 藤　あや子 DPフ

栄光のその先へー内村航平語録ー
８年無敗の軌跡

内村　航平 ぴあ 781

3000050000082

インテグリティ・ブルース ジミー・イート・ワールド DLシ 3000050000098 スマイル

タイトルコード
1日～３０日 別れ　旅立ち ３月は別れの季節です。

シャルパンティエ：美しき歌の花束 クリスティ指揮／レザール・フロリサン DFシ 3000040013447

思わず笑顔になってしまう絵本を集めました。1日～３０日

かくして殺人へ カーター・ディクスン 東京創元社 B933ﾃ 1000050007768

タイトル 演奏者・指揮者など

19日（日）～24日（金） プロのお仕事 職人さんの世界を覗いてみてください。

1000050004751

1000050008157

372 1000050005717

１２日（日）～17日（金） 走る　駆ける 疾走する 全力でたち向かう人々のお話です。

からだを整えるお手当料理 ウー・ウェン 地球丸 498.5 1000050003171

ラジオと地域と図書館と　－コミュ
ニティを繋ぐメディアの可能性ー

手作りしてみよう 始めてみたら意外な楽しみに目覚めるかも・・

江戸の家計簿 磯田　道史 宝島社 210.5 1000050002509

５日（日）～10日（金） ６度目の３月１１日 忘れないでください、あの日の真実を。

４７都道府県・寺社信仰百科 中山　和久 丸善出版 185 1000050006581

２月２６日（日）～３月３日（金）

取り残される日本の教育 尾木　直樹 講談社

３月のテーマ展示書名 タイトルコード

松居直と絵本づくり 藤本　朝巳 教文館 019 1000050008589

２０１７年
３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３月、新年度への準備でなにかと忙しい時期ですね。

新生活の役に立つ資料もたくさん揃えておりますので、なにかお困りのことがありました
ら

国際児童図書評議会（IBBY）のプロジェクトで、世界中から集めた、障がいのある子どもたちの

ための図書を展示します。日本では出版されていない絵本もたくさんあります。

本当のバリアフリーとは何か、見て、ふれて感じてください。

期 間：３月１日（水）～１０日（金）

場 所：蓮根図書館視聴覚室



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

赤ちゃん
おはなし会 のまりん 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 はすねサロン ワクワク

23 24 25 26 27 28 29

かるがも

おはなし会 赤ちゃん

30

　  『花の百名山７　―蓬峠・平標山・伊豆ガ岳・両神山・高水山－　』（５５分）

休館日

はすねサロンおはなし会

楽話発表会 おはなし会

二次利用 休館日 赤ちゃんおはなし会
いっしょにワクワク

おはなし会

26 27 28 29 30 31

二次利用

24 25

かるがもタイム

19 20 21 22 23

おはなし会 二次利用

14 15 16 17 18

　　『まんが日本昔ばなし　４　』（50分）
かるがもタイム 　三枚のお札・分福茶釜など、日本の懐かしい昔話をどうぞ。

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

12 13

6 7 8 9 10 11

　季節によって表情を変える日本の山々の風景をお楽しみください。
おはなし会 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
5

1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

おはなし会

１１日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

４月の蓮根図書館

《３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） ３月１８日（土）～２０（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。）

《３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。

バリアフリー絵本展

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（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：３月４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：３月25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「」です。

手作りの絵本や紙芝居の創作を行っている【創作グループ楽話】の作品展示とおはなし会です。

創作紙芝居やペープサートをお楽しみください。

日 時：３月２６日（日）１０：３０～１２：００
場 所：蓮根図書館視聴覚室

いたばしボローニャ子ども絵本館所蔵の世界各国のことばで書かれた『ジャックと豆の木』と

『長ぐつをはいたネコ』を展示します。それぞれの絵本を見比べてお楽しみください。

期 間 ：３月１５日（水）～３０日（木）

場 所：蓮根図書館児童室前展示架

絵本館資料展

子ども読書週間b春のスタンプラリー

親子で楽しめるお馴染みの曲をヴァイオリンの生演奏でお届けします。

体も動かして音を楽しみましょう。（大人だけのご来場も大歓迎です！）

日 時：３月２３日（木）１０：３０～１１：００
場 所：蓮根図書館視聴覚室 演 奏：林田 薫さん


