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 2018 年 

4 月 

第 342 号 

★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★４月の休館日：16(月) ４月 
毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

５月 
 

★５月の休館日： 

1(火),21(月),31(木) ６月 
 

★６月の休館日：（予定） 

11(月)～16(土),18(月) 
 

休館日 休館日 

 

休館日 

二次利用  

はるのおたのしみ会 

おはなしひろば 

 

こうさくひろば  

休館日 

清水図書館からのおしらせ 

◆春のスタンプラリー◆ 

◎４月 21 日(土)～５月 20 日(日)  

こどもの読書週間(4 月 23 日～5 月 12 日)にあわせ、スタンプラリーをおこないます。

本や紙芝居をかりて、シールをあつめて、クイズに答えてすてきなプレゼントをもらお

う♪参加賞もあります。ぜひご参加ください（子ども向けのイベントです）。 

 

◆はるのおたのしみかい◆ 

◎４月２8 日(土) 10 時 15 分～11 時 (開場：１０時～ ) 

場所は清水地域センター2 階 第１洋室です。 

えほんの読み聞かせを手話で楽しもう！かんたんな手話もおぼえられるよ♪ 

参加したい方は、当日直接会場へお越しください。 

 

 

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：４月 4 日(水)～ 6 日(金) 

在庫がなくなった場合は期間内でも終了させていただきます。 

利用される方が多い場合など､ご希望される資料がお手元に渡らない事もございます。 

あらかじめご了承ください。※清水図書館では、初日に 8時 30 分より整理券を配布します。 

◆５月の二次利用実施日（予定）：５月 2 日(水)～4 日(金) 

◆清水図書館の雑誌コーナーに新しい雑誌が加わりました◆ 

・「LDK」（晋遊舎）……生活関連グッズを比較評価する女性向けモノ雑誌 

・「日経エンタテインメント！」（日経ＢＰ社）……流行に敏感な人たちのためのエンタメ情報誌 

◆板橋区立図書館→ http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/ 

携帯電話からは→ http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/m/ 

◆清水図書館→ http://shimizu-lib.jp/ 

板橋区立図書館ホームページからもアクセスできます。 

◆清水図書館のfacebookも随時更新しています。清水図書館ホームページからアクセスできます。 

図書館のご案内や催し物のお知らせなどを発信しています。ぜひご覧ください。  

◆板橋区立清水図書館 

〒174-0055  板橋区泉町16－16 板橋区立清水地域センター３階 ☎ 03-3965-9701 

おはなしひろば 

 

特別整理期間 

 

板橋区立図書館 清水図書館 

 春のスタンプラリー（4/21～5/20） 

展示：ミニボローニャ・ブックフェア（4/21～4/30） 

 

休館日 

28 日は「はるのおたのしみ会」のため、午後のおはなしひろばはおやすみです 

◆保存期間を過ぎた雑誌などを毎月提供しております 

（本と雑誌合わせてお一人様５冊まで） 



  

 

 

 

 

書名 著者名 出版社 記号 

ハッピーになれる心理ゲーム 森 冬生 金の星社 14 

危険生物・外来生物大図鑑 今泉 忠明/監修 あかね書房 48 

あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子 小学館 ｶｼ 

おしりたんてい いせきからの SOS トロル ポプラ社 ﾄﾛ 

くまがまく 丸山 誠司 絵本館 E 

くらやみのゾウ ミナ・ジャバアービン/再話 評論社 E 

書名 著者名 出版社 記号 

誰もが嘘をついている ｾｽ･ｽﾃｨｰｳﾞﾝｽﾞ=ﾀﾞｳﾞｨﾄﾞｳｨｯﾂ 光文社 007 

不死身の特攻兵 鴻上 尚史 講談社現代新書 210.7 

こんなに変わった！小中高教科書の新常識 現代教育調査班/編 青春出版社 375 

お金 2.0 新しい経済のルールと生き方 佐藤 航陽 幻冬舎 330 

名建築の歴史図鑑 オーウェン・ホプキンス エクスナレッジ 523 

ひとり暮らしレスキューBOOK  成美堂出版社 590 323 

アクセサリー style book vol.1  ブティック社 594A ﾈｽ 

イップス 病魔を乗り越えたアスリートたち 澤宮 優 KADOKAWA 780 

俳句、やめられません 岸本 葉子 小学館 911.3 

天の花 （なでし子物語 3） 伊吹 有喜 ポプラ社  

光点 山岡 ミヤ 集英社  

にっぽんの履歴書 門井 慶喜 文藝春秋 ｶﾄ 

ファミリー・ライフ アキール・シャルマ 新潮社 933 ｼ 

卵を買いに 小川 糸 幻冬舎文庫  

本好き女子のお悩み相談室 南陀楼綾繁 ちくま文庫  

関東甲信越 道の駅徹底オールガイド  メイツ出版 T 

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

ブラームス:弦楽六重奏曲第 1&2 番 ルノー・カピュソン、ゴーティエ・カピュソン他 ＤE ﾌ 3000050001700 

キャスリーン・バトル・ベスト キャスリーン・バトル ＤF ｷ 3000050002202 

なんてこったい! [紙ジャケット仕様] ウィリー・ネルソン DK ﾈ 3000050001688 

20／20 [デジパック仕様] スカート ＤP ｽ 3000050002186 

Vu Ja De [紙ジャケット仕様] [2CD] 細野晴臣 DP ﾎ 3000050002259 

吟詠歌謡 ベスト  ＤS ｷ 3000050001940 

ミニボローニャ ブックフェア 

◆日時：4 月２1 日(土)～4 月３０日(日) 

■場所：清水図書館カウンター横 一般展示コーナー 

しかけ絵本や世界の絵本を展示します。どなたでも自由にご覧いただけます。 

 

◆児童コーナー 

★おはなしひろば★  
◆日時：4 月７日・１４日（だい３土よう日以外の土よう日） 

※28 日は「はるのおたのしみ会」をおこないます。 

★午前の部（10：00～10：30） 

★午後の部（３：00～3：30）  

★こうさくひろば★（各回先着 15 名（子ども）までです） 

◆日時：4 月２１日（だい３土よう日） 

★午前の部（10：00～11：00） 

★午後の部（３：00～4：00） 

■場所：清水図書館・おはなしコーナー  

◆家庭の本[請求記号 594・596]は色で分類されているものもあります 

（ｱｶ=赤 ﾈｽ=灰 ｷｲ=黄 ﾐﾄ=緑 ｷﾐ=黄緑  ｱｵ=青 ﾓﾓ=桃 ﾁﾔ=茶 ﾑﾗ=紫） 

◆末尾に「U」の記号がついている本は『くらし』のコーナーに別置されています。 

「あいさつできるよ」 
をつくります 

 

◎清水図書館 2 月・3 月の新着図書・ＣＤ（一部） 
 

《CD》 

《一般書》 

《 児 童 》 

 

◆展示コーナー（一部紹介）  

～清水図書館では毎月テーマを設け、テーマに関連した資料を展示しています～ 

 
一般 
 
「ピッカピカ～」 

『はじめての海外旅行まるごと安心ブック 決定版』 

ワイワイネット／著 メイツ出版 

『ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除!』 世界文化社 

 

児童 
 
「なかよし ともだち」 

『ふたりはきょうも』 アーノルド・ローベル／作 文化出版局 

『パンダとしろくま』 マシュー・J・ベク／作・絵 バベルプレス 

CD 

「出会いを求めて」 

『ティファニーで朝食を オリジナルサウンドトラック』 

ヘンリー・マンシーニ楽団 

『ケツノポリス７』 ケツメイシ 

この日何の日 毎週、記念日に関連したテーマの資料をピックアップ！ 

YA コーナー＜期間限定＞ 春休み期間中、中高生におすすめの本をご紹介。 

テーマは「はじめよう！」です。 

 
 


