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4 月 

第 354 号 

毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

二次利用  

休館日 

おはなしひろば 

 

はるのおたのしみ会 

こうさくひろば  

清水図書館からのおしらせ 

◎春のスタンプラリー 

◎４月 20 日(土)～５月 19 日(日)  

本や紙芝居をかりて、シールをあつめて、クイズに答えてプレゼントをもらおう♪ 

◎はるのおたのしみ会 

◎４月２7 日(土) 10 時 15 分～11 時 (開場：１０時～) 

ぐんぐんのびのび体は楽器♪ 参加型のパネルシアターもあります！ 

場所は清水地域センター2 階 第１洋室です。当日直接会場へお越しください。 

◎『幸せを呼ぶ♪整理収納基本講座 

～整理収納 3 つのポイント＋ファイリング編～』 
あふれる書類をスッキリ使いやすく！整理収納のコツをプロが解説します 

◆日時：5 月 11 日（土） 14 時～16 時 （開場:13 時 45 分） 

◆場所：清水地域センター2 階 第 1 洋室 

◆講師：RoomComfort 中村 恵美氏 

◆定員：20 名  ◆対象：中学生以上  

◆申込み：予約制。４月 13 日（土）9 時より清水図書館のカウンターまたは電話で

受付します。☎03（3965）9701 

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：４月 3 日(水)～ 5 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 8 日(水)～10 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★ 

・「OCEANS(オーシャンズ）」（ライトハウスメディア）……男性向けファッション情報誌 

◆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。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 

 

 春のスタンプラリー（4/20～5/19） 

◆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） 

展示：ミニボローニャ・ブックフェア（4/20～29） 

 

27 日のおはなしひろばは「はるのおたのしみ会」

のためおやすみです 

はおやすみです 

休館日 

 

特別整理期間 

 

★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★4 月の休館日：15(月) 

 

 

休館日 

 

４月 

休館日 

休館日 

 

休館日 

５月 
 

★６月の休館日： 

10(月)～15(土),17(月) 
 

★5 月の休館日：7(火), 

20(月),31(金) ６月 
 



 

 

 

 

◆児童コーナー 

★おはなしひろば★  

◆日時：4 月 6 日・13 日  

★午前の部(10：00～10：30)   

★午後の部(３：00～3：30) 

※２7 日は「はるのおたのしみ会」に来てね！  

★こうさくひろば★（各回先着 15 名（子ども）までです） 

◆日時：4 月 20 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  

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版社 記号 

その情報はどこから？ 猪谷 千香 ちくまプリマー新書 070 

和辻哲郎と昭和の悲劇 小堀 桂一郎 PHP 新書 121 

戦国武将に学ぶ究極のマネジメント 二木 謙一 中公新書ラクレ 210.4 

60 分でわかるキャッシュレス決済最前線 キャッシュレス研究会 技術評論社 338 

最新図解 女性の発達障害サポートブック 本田 秀夫、植田 みおり ナツメ社 493.7 

東京大改造マップ 2019-20XX  日経 BP マーケティング 518 

冷凍保存で作る 1 週間のお弁当キット 河上 文代 誠文堂新光社 596A ﾐﾄ 

誰も教えてくれないイベントの教科書 テリー 植田 本の雑誌社 674 

ギター名曲ミステリー 手塚 健旨 現代ギター 763 

日本人が勘違いしているカタカナ英語 120 キャサリン・A・クラフト 中公新書ラクレ 834 

〈焼跡〉の戦後空間論 逆井 聡人 青弓社 910 

不死鳥少年 石田 衣良 毎日新聞出版  

泣くな研修医 中山 祐次郎 幻冬舎  

この先には、何がある？ 群 ようこ 幻冬舎 ﾑﾚ 

カササギ殺人事件 上 アンソニー・ホロヴィッツ 創元社推理文庫 B933 ﾎ 

カササギ殺人事件 下 アンソニー・ホロヴィッツ 創元社推理文庫 B933 ﾎ 

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

オーボエとイングリッシュホルンのために 池田昭子、金子亜未 ほか DE ｵ 3000050004039  

「アリー／スター誕生」サウンドトラック レディー・ガガ、ブラッドリー・クーパー DH ｱ 3000050003708  

究極ベスト～エッセンシャル・グロリア・エステファン [2CD] グロリア・エステファン DL ｴ 3000050004051  

アコーディオンは歌う～昭和歌謡名曲選～ [2CD] 横森良造 DP ﾖ 3000050004003  

私的旅行 DAOKO DP ﾀ 3000050004062  

童謡の声  DY ﾄ 3000050004073  

書名 著者名 出版社 記号 

あそんでおぼえる手話 1 はじめての手話 江副 悟史/監修 岩崎書店 37 

算数親分捕物帳 瀧ケ平 悠史 新光社 41 

スズメのくらし 平野 伸明 福音館書店 48 

おしいれじいさん 尾崎 玄一郎、尾崎 由紀奈 福音館書店 E 

ゆげゆげ～ さいとうしのぶ 教育画劇 E 

ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ/文 BL 出版 E 

「クルクルプロペラ」 
をつくります 

 

◎清水図書館 2 月・3 月の新着図書・ＣＤ（一部） 
 

◆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 
 
「はじめての○○」 

『おやこで自転車はじめてブック』 

疋田 智／監修 子どもの未来社    

『常識いらずのお料理入門 きほんのき』  

阿部 絢子／著 講談社 

『はじめての批評』 

川崎 昌平／著 フィルムアート社 

 

児童 
 
「せかいのえほん」 

『おやすみなさい トマトちゃん』   

エリーザ・マッツォーリ／文 クリスティーナ・ペティ／絵 きじとら出版 

『ありがとうのえほん』  

フランソワーズ／さく 偕成社 

CD 

「エールを！」 

『ブラバン！甲子園 ザ・ベスト』  

東京佼成ウインドオーケストラ ほか 

『関ジャニ∞の元気が出る CD！！』 

 関ジャニ∞ 

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！  

 

期 間 限 定 

YA コーナー 

春休みなど学校の休みの時期に合わせ、職場体験中学生のおすす

め本や、「発進！YA 部」掲載本などを展示します 

 
 

 
 

◆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。 《一般書》 

《CD》 

《 児 童 》 

 

「ミニボローニャ・ブックフェア」 

４月２０日(土)～２９日(月) 

しかけ絵本や世界の絵本を展示します 

（場所：清水図書館カウンターの横） 


