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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

いないいないばあっ！～ﾜﾝﾜﾝと
うーたんのできた！できた！

DYイ 3000050009045

ブルー・バニスターズ ラナ・デル・レイ DOラ 3000050009260

「歯いしゃのチュー先生」をはじめ、温かくてユー
モアのあるスタイグの作品をお楽しみ下さい。

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ハイドン：交響曲集Vol.4
飯森範親/日本センチュリー交
響楽団

DAハ 3000050009145
卒業、卒園シーズンにあわせ、おすすめCDを紹介
します。

1日～30日 卒業・卒園

1日～30日 作家別『スタイグ』

忍びの者その正体 筒井 功 河出書房新社 789.8 1000050459202

1日～30日

金井姉妹のマッド・パーティへ
ようこそ

金井久美子 中央公論新社 914.6/ｶﾅ 1000050459607

鉄道旅のトラブル対処術 松本典久 天夢人 686.5/F 1000050451012

1ーone＆only－ 世の中の「1」をあらわす事柄を集めました。

ミシンスタートBOOK
日本ヴォーグ
社

593.4 1000050460714

恋する化石 土屋 健 ブックマン社 457.8 1000050457470

20日（日）～25日（金）

1000050451109

6日（日）～18日（金） コミュニケーション 電話、メール、会話、手紙、SNS…あなたはどう
やって伝えますか？

日本史人物〈あの時、何歳？〉
事典

吉川弘文館編集部 吉川弘文館 281 1000050460913

2月27日(日)～3月4日(金)

いろんなかぞく 家族の数だけドラマがあります。

書名 タイトルコード
3月のテーマ展示

「神」と「わたし」の哲学 八木雄二 春秋社 132.2 1000050458859

春と言えば。 一足早く春の訪れを本でお届けします。

「家族介護」のきほん
介護者サポートネット
ワークセンター・アラ
ジン

翔泳社 369.2/F

２０２２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

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

りんりん

3 4 5 6 7 8 9

おはなし会 赤ちゃん・かるがも 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

おはなし会

17 18 19 20 21 22 23

休館日 おはなし会 赤ちゃん・かるがも ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

おはなし会

「けやきカメラクラブ写真展」　3/15(火)～3/23(水)

名画劇場

25 26

17 18 19

休館日 おはなし会 ブックトーク

休館日おはなし会

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24

おはなし会

13 14 15 16

6 7 8 9 10 11

おはなし会 りんりん
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

12

1 2 3 4 5
「おひめさまの絵本」展　2/25(金)～3/4(金)

日 月 火 水 木 金 土 　  　　　　●10時からは・・・【一般向け】

いろいろな国の様々な「おひめさま」を紹介します。

お気に入りのおひめさまを見つけてみてはいかがでしょう。

おはなし会

特 別 整 理 期 間 3/7(月)～3/12(土)

《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：3月25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5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26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「ひかりとかげであそぶ」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。

けやきカメラクラブ・蓮根サークルの方々の作品を展示します。レンズ

が捉えた身近な芸術をお楽しみください。

けやきカメラクラブ・蓮根サークル写真展

～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

期間：3月15日(火)～3月23日(水) 場所：蓮根図書館・視聴覚室

3月の行事

赤ちゃん

かるがもタイム

19日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『世界の書店・古書店』（50分・カラー）
「書物5000年」シリーズ第7巻。監修／高宮利行。

『なかよしおばけ おばけネス湖へ行く』（42分・カラー）
ジャック・デュケノワのえほん「なかよしおばけ」シリーズをアニメ化した作品。

なかよしおばけたちが、かいじゅうを探しにネス湖へ行くが…。

期間：2月25日(金)～3月4日(金)

場所：蓮根図書館・視聴覚室

いたばしボローニャ
子ども絵本館資料「おひめさまの絵本」展

4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。

蓮根図書館は蔵書点検のため、

3月7日(月)～3月12日(土)まで休館いたします。
休館中の返却は、本・雑誌・紙芝居は返却ポストをご利用ください。

CDやCD・DVD付きの資料は破損の恐れがあるため、他館の窓口にご返却ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

蓮根図書館蔵書点検のお知らせ

「春のスタンプラリー」 4/16(土)～5/15(日)


