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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。
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３月のテーマ展示書名 タイトルコード

ぶらぶらミュージアム 太田垣　晴子 交通新聞社 069 1000050104485

梅づくし 季節にぴったりな、梅から連想される本を集めました。
親子カフェのつくりかた
－成功する「居場所」づくり８つのコツー

小山　訓久 学芸出版社 369.4 1000050104427

４日（日）～９日（金） 夜空を見上げて 夜空を見上げてあなたはなにを思いますか？

家族でおでかけ関東周辺　'18-'19 旺文社 T291.3 1000050102759

２月2５日（日）～３月２日（金）

もう春ですね 少しずつ暖かくなってきて、春はもうそこ。

未来予測の技法 佐藤　航陽 ディスカヴァー・トゥエンティワン 502 1000050104393

１８日（日）～２３日（金） 卒業 卒業にもいろいろあります・・・。

家族を家で看取る本
－だいじな人の「最期は家で」を叶えるー

村松　静子 主婦の友社 498 1000050103104

１１日（日）～１６日（金）

ライブラリー いろんな分野の、○○ライブラリー。

梵字字典 小峰　智行 東京堂出版 829 1000050103306

読鉄全書
ーTRAIN　MEMORIES　50－

池内　紀 東京書籍 686 1000050102672

２５日～３０日（金）

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

田舎の刑事の好敵手 滝田　務雄 東京創元社 B913.6 1000050104553

卒業・卒園 別れと旅立ちにぴったりな曲をあつめました。１日～３０日

3000050002264
世界の習慣

特別な日 ワクワクドキドキするような絵本をたくさん展示しています。

調べてみよう
外国では、どんな＂しゅうかん”があるのかな？１日～３０日

尺八民謡ベスト

１日～３０日

米谷　威和男 DSシ

コウノドリ　オリジナル・サウンドトラック 清塚　信也、木村　秀彬 DHコ 3000050002281

Finally 安室　奈美恵 DPア 3000050002198

２０１８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

いよいよ年度末の３月です。

新生活の準備でお困りのことがあればぜひカウンターへご相談ください。ぴったりの本をご紹介します。

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。

百科事典『ポプラディア』とパソコンデータベース「ポプラディアネット」を使って

クイズにチャレンジしてみませんか？ 調べもののコツもわかるかも！？

日 時：３月２７日（火） １４：００～１５：３０（１５分前に開場いたします）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 対 象：小学生 定 員：１０名

申込み：カウンターもしくは電話にてお問いあわせください。

でクイズにチャレンジ！



作家の似顔絵展（３月４日まで）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

おはなし会 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

のまりん
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

かるがも

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

29 30

イタズラが大好きな高校生と、悪巧みに真っ向から対抗する“駐在さん”の攻防をコミカルに描く。

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 』　（１１０分）

　  １４時からは・・・
4 5 6 7 8

　　『まんが日本昔ばなし１０　・舌きり雀・龍の淵・おいてけ堀・河童のくれて妙薬』（５０分）

1 2 3

9 10

りんりんおはなし会

　昔から語り継がれる日本の昔話をこの機会にお楽しみください。
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

23

17

おはなし会 二次利用

彩波会　作品展

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22

おはなし会
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム ブックトーク

25 26 27

休館日

作家の似顔絵展

楽話＆バナナ組
発表会

31

講談会 ポプラディア おはなし会

28 29 30

24

二次利用 休館日 二次利用

おはなし会

１０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 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） ３月１７日（土）～２０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。）

《３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：９日（金）・２３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：3月３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２４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「わたしのともだち」です。

雑誌『ぴあ』のイラストレーターであった高松啓二氏の、古今東西・有名作家の味のある

似顔絵たちをお楽しみください。描かれている作家の代表作も併せて展示しています。

期 間：２月２５日（日）～３月４日（日） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

春のスタンプラリー（5/20まで）

毎回ご好評いただいている、絵画教室彩波会の作品展です。四季折々の様々な風景画を

お楽しみください。

日 時：３月１０日（土）～１４日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

手作りの紙芝居の創作等を行っているグループ楽話と、バナナ組の作品展示とおはなし会です。

０歳から大人まで楽しめます！どうぞご参加ください。

日 時：３月１８日（日）１４：００～１５：００ 場 所：蓮根図書館視聴覚室

講談師・神田織音さんをお招きして、蓮根図書館初めての講談会を開催します！ぜひ生の講談をお楽しみください。

日 時：３月２５日（日）１４：３０～１６：００（１５分前に開場いたします） 場 所：蓮根集会所

講談師：神田 織音 氏 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。


