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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

児童書

請求記号

CD

1日～30日 作家別『瀬川康男』
松谷みよこ作「いないいないばあ」の挿絵や自身の
作・絵による「ふしぎなたけのこ」など国内外で評
価の高い作家の特集です。

ニュー・スタンダーズ ケニー・G DMシ 3000050009525

ソルフェジオ・ヒーリングﾞ
528

YUZO HAYASHI DHソ 3000040013234

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

音楽で世界旅行
「我が家」でゆったりと世界旅行を楽しんでみませ
んか。昭和の名演百噺　其の二十八

土橋萬歳／蛇含草／正月丁稚
桂米朝 DVカ/U 3000050007135

1日～30日

ライトノベルの新・潮流 石井ぜんじ スタンダーズ 910.26 1000050463636

五感で楽しむ食の日本語
ﾎﾟﾘｰ・ｻﾞﾄﾗｳｽｷｰ
／編

くろしお出版 810.4 1000050463321

ぐりとぐらのたまご ブルーシープ 726.6 1000050459539

1日～30日

17日（日）～22日（金）

24日（日）～29日（金）

成長 あらゆるものの成長を探ってみませんか。

戦争をめぐって

10日（日）～15日（金）

太古の世界へ

多角的視点で「戦争」を考える一助に。

古の世界へタイムスリップ！

ゴーゴー！のりものだ
いしゅうごう

みんなが大好きな乗り物が沢山集まります！

とりあえず、素人っぽく見えない
ﾃﾞｻﾞｲﾝのｺﾂを教えてください！

ingectar-e インプレス 674.3 1000050465064

はじめてのひとり暮らし安心ガ
イド

造事務所／編 メディアパル 590 1000050465570

欲 皆さんは、どんな「欲」をおもちですか？

あなたが知りたい病院事情 西 勝英 熊本日日新聞社 498.13 1000050463965

3日（日）～8日（金） 詩人たちの声 詩人たちは何を考え、思い、どんな言葉を紡いだの
でしょうか。

妻六法 森 公任 扶桑社 320 1000050467706

3月27日(日)～4月1日(金)

書名 タイトルコード
4月のテーマ展示

暗殺から読む世界史 ｼﾞｮﾝ・ｳｲｯﾃｨﾝﾄﾝ 東京堂出版 209 1000050467366

２０２２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

蓮根図書館からのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のご協力をお願いいたします。

・館内ではマスクの着用をお願いいたします。

・入館の際には、手指の消毒や手洗いをお願いいたします。

・発熱など体調に不安のある方は来館をご遠慮ください。

・他の方との距離を空けてください。

・換気のため館内の窓を一部開けています。ご了承ください。

・図書館入口に書籍除菌機がございます。ご利用ください。

ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

おはなし会 赤ちゃん・かるがも 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会

22 23 24 25 26 27 28

おはなし会 赤ちゃん・かるがも ブックトーク

29 30 31

休館日

おはなし会

ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

休館日 おはなし会

22 23
「春のスタンプラリー」　4/16(土)～5/15(日)

17 18 19 20 21

おはなし会

おはなし会 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

3 4 5 6 7 8

りんりん
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

9

1 2

日 月 火 水 木 金 土 　  　　　　●10時からは・・・【一般向け】

おはなし会

《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（蓮根図書館リフレッシュコーナー）

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。

※状況により、変更になる可能性があります。

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：4月8日・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：4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：4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「紙であそぶ」です。

保存期間が過ぎた雑誌等を、利用者へ提供しています。提供方法は不定期です。

同日の資料の補充はありません。提供資料のご質問にはお答えできません。

～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

4月の行事

赤ちゃん

かるがもタイム

9日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『女ともだち』（104分・モノクロ）
チェーザレ・パバーゼの小説「孤独な女たちの中に」を元にした1956年の作品。
ベニス映画祭・銀獅子賞やイタリア映画祭・撮影賞、助演女優賞などを受賞。

『トムとジェリー②』（52分・カラー）

世代を超えて楽しめるネコとネズミのコメディアニメーションです。

5月の蓮根図書館

※状況により、変更になる可能性があります。

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、さんか賞がもらえます。

ぜひ参加してくださいね！

期間：4月16日(土)～5月15日(日)

赤ちゃん

かるがもタイム

春のスタンプラリー
ひとみキラキラ 本にどきどき

ナクソス・ミュージック・ライブラリーはクラシックに特化したインター

ネット音楽サービスです。クラシック専門サービスならではの様々な機能を

提供し、楽曲関連データも豊富に収録。ＣＤ15万枚(237万曲)以上の楽曲

が、ＰＣまたはスマートフォンで全て聴き放題です。

●利用できる方…板橋区在住で、板橋区立図書館の利用登録(団体登録除く

がお済みの方

●利用の方法…ログインＩＤとパスワードの発行が必要です。

●利用できる期間…最初のログインから2週間。

音楽配信サービスが始まります
<「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」の音楽が聴き放題に>

お知らせ

「春のスタンプラリー」4/16(土)～5/15(日)

「ミニボローニャブックフェア」5/3(火)～5/9(月)

おはなし会

「防災展」
5/28(土)～6/5(日)


