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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

3月のテーマ展示書名 タイトルコード

意味がない無意味 千葉　雅也 河出書房新社 104 1000050173634

扉の向こう 本という扉の先には何が待っているのでしょうか。
肉声
－宮崎勤30年目の取調室－

安永　英樹 文藝春秋 368 1000050195474

3日（日）～8日（金） おくりもの おくりものは貰うのもあげるのも楽しいですよね。

消えた屍体
－死と消失と発見の物語－

ジャンニ・デイヴィス グラフィック社 280 1000050192065

2月24日（日）～3月1日（金）

休みの過ごし方 アウトドア派・インドア派どちらも楽しめる過ごし方を
ご紹介します。

日本プラモデル六〇年史 小林　昇 文藝春秋 507 1000050188546

17日（日）～22日（金） 真相・深層 Deep inside!「真相」の「深層」に迫ります。

図説英国執事　新装版
－貴族をささえる執事の素顔－

村上　リコ 河出書房新社 233 1000050194045

10日（日）～15日（金）

チャンス チャンスはどこにあるかわからない。だからこそ、しっ
かり掴んで離さないようにしましょう。記号とシンボルの事典－知ってそう

で知らなかった100のはなし－
スティーヴン・ウェッブ 青土社 801 1000050195730

現代オセロの最新理論 佐谷　哲 マイナビ出版 795 1000050195475

24日（日）～29日（金）

パレストリーナ：教皇マルチェルス
のミサ曲

サイモン・プレストン指揮／ウェ
ストミンスター大寺院聖歌隊

DFハ 3000050003919

1日～30日

卒園・卒業 旅立ちの時期にぴったりなCDを集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

謎とき『風と共に去りぬ』
－矛盾と葛藤にみちた世界文学－

鴻巣　友季子 新潮社 933／ミ 1000050190928

1日～30日

クルーエル・マジック セイタン DLセ 3000050003874

1日～30日
柳家さん喬18
―ちきり伊勢屋（全）―

柳家さん喬 DVヤ 3000050003755

きょうはとくべつな日！ とくべつな日は、みんなでたのしくすごしたいね！

からだのこと 自分のからだについてどれくらい知ってるかな？

２０１9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

3月は卒園式や卒業式があり、新生活へ向けて引っ越しをされる方も多いと思います。

もし住所や連絡先に変更がありましたら、図書館のカウンターにお申し付けください。

また図書館には様々な場面で役立つ資料があります。ぜひ図書館を活用してみてください。

板橋区在住の講談師・神田織音氏による講談会です。

落語とはひと味違う話芸をお楽しみください。
日時：3月24日（日）14：30～16：00
開場：14：15～ 場所：蓮根集会所（蓮根図書館となり）
対象：中学生以上 定員：50名
受付：2月22日（金）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。

はすね講談会



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

おはなし会 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

紙芝居
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会 二次利用

21 22 23 24 25 26 27

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

28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『世界・美の旅15　ルーベンス～ネロの愛したルーベンス～』

『世界・美の旅16　フェルメール～静寂のフェルメール～』（各30分）りんりん
おはなし会

1 2

　  14時からは・・・
3 4 5 6 7 8 9

『NHKこどもにんぎょう劇場4（世界編）けやきカメラクラブ・蓮根サークル写真展　3/2（土）～3/13（水）

おはなし会

三びきのやぎのがらがらどん、ハーメルンのふえふき男、ブレーメンの音楽隊』（45分）
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

10 11 12

二次利用

17 18 19 20 21 22 23

13 14 15 16

楽話発表会 休館日 二次利用 おはなし会
かるがもタイム

二次利用 赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30
世界のバリアフリー絵本展　3/23（土）～3/30（土）

はすね講談会 おはなし会

31

休館日

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、触れて感じてください。

日時：3月23日（土）～3月30日（土） 場所：蓮根図書館視聴覚室

おはなし会

9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16日（土）～17日（日）

3月19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：8日（金）・22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2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：3月23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「はるがきた！」です。

けやきカメラクラブ・蓮根サークルの方々が撮影した作品を展示します。

撮影者の心がこもった作品をお楽しみください。

期間：3月2日（土）～3月13日（水） 場所：蓮根図書館 視聴覚室

手作りの本や紙芝居を作っている創作グループ・楽話（らくわ）の発表会です。

普段は聞けない楽しいお話を用意しています。ぜひ、ご参加ください。

日時：3月17日（日）13：30～14：30ごろ

場所：蓮根図書館 視聴覚室 演目：創作紙芝居・絵本など

世界のバリアフリー児童図書展

創作グループ楽話 発表会

けやきカメラクラブ・蓮根サークル

写真展

春のスタンプラリー4/20～


