
 清水図書館からのおしらせ 

◆絵本講座 こころとことばを育む絵本との出会い◆ 

絵本を読むことの大切さや選び方など、読み聞かせを交えながらお話します。 

◆日時：平成 31 年 2 月 23 日（土）10：00～（開場 9：45） 

◆会場：清水地域センター2 階 和室 

◆定員：１５組  

◆参加費：無料  

◆対象：親子、子育てにかかわる方 

◆受付：当日、直接会場にお越しください。 

◆お問合せ：☎３９６５-９７０１  

◆津軽三味線 独演奏会◆ 

◆日時：平成 31 年 3 月 2 日（土）14：00～15：15（開場 13：40） 

◆会場：清水地域センター2 階 レクリエーションホール 

◆演奏：津軽三味線世界大会Ａ級チャンピオン 山中 信人氏  

◆定員：80 人  

◆参加費：無料 ◆対象：一般  

◆申込み：予約申込み制。 

清水図書館のカウンターまたは電話にて申込受付中。 

◆お問合せ：☎３９６５-９７０１  

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：2 月 6 日(水)～8 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。 

◆3 月の二次利用実施日（予定）：3 月 6 日(水)～8 日(金) 

◆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 
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★3 月の休館日： 
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★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
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サービス担当。 

子どもたちにわらべうたと絵本を届ける

活動を続けて２８年になる。現在、子ど

もの本の家ちゅうりっぷを主宰。 

お正月に行った「本の福袋」はおかげさまで好評

のうち終了となりました。 

「本の福袋」は皆様からご要望があったイベント

です。これからも楽しいイベントを計画中です。

どうぞお楽しみに！ 



 

 

 

 

◆児童コーナー 

★おはなしひろば★  

◆日時：2 月 2 日・9 日  

★午前の部(10：00～10：30)   

★午後の部(３：00～3：30) 

※２３日はイベントのためおやすみです  

★こうさくひろば★（各回先着 15 名（子ども）までです） 

◆日時：2 月 16 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 

医者が教える非まじめ老後のすすめ 大塚 宣夫 PHP 研究所 159 ｵ 

今がわかる時代がわかる世界地図 2019 版 遠藤 文雄/監修 成美堂出版 290 

デート DV 予防学 伊田 広行 かもがわ出版 367.6 

「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田 淳一郎 ベレ出版 430 

スーパーカブは、なぜ売れる 中部 博 集英社インターナショナル 537 

クローズアップ！航空管制官 村山 哲也 イカロス出版 538 

シングルだしで、すぐごはん 堤 人美 家の光協会 596A ｱｶ 

かしこい子どもに育つ！「育脳離乳食」 小山 浩子 小学館 599 

なぜ「それ」が買われるのか？ 博報堂買物研究所 朝日新聞出版 675 

箱根 0 区を駆ける者たち 佐藤 俊 幻冬舎 782 

かなり役立つ！古文単語キャラ図鑑 岡本 梨奈 新星出版社 814 

下町やぶさか診療所 池永 陽 集英社文庫  

未だ行ならず (空也十番勝負青春篇 6)上巻 佐伯 泰英 双葉文庫  

未だ行ならず (空也十番勝負青春篇 6)下巻 佐伯 泰英 双葉文庫   

アウトサイダー 陰謀の中の人生 フレデリック・フォーサイス 角川文庫   

山手線ぶらり時短ご利益まいり   JTB パブリッシング T 

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

ドビュッシー:ソナタ&トリオ エドガー・モロー他 DE ﾄ 3000050002559  

「ピアノの森」Piano Best Collection 1  DG ﾋ 3000050003246  

Ripple Waves [紙ジャケット仕様] Cornelius DP ｺ 3000050003688  

15th Anniversary All Singles Collection  平原綾香 DP ﾋ 3000050003651  

ウーラー!!フットボール  DT ｳ 3000050003213  

コロムビアキッズ こどものうた～べるがなる・ルパンレンジャーVS パトレンジャー～  DY ｺ 3000050003266 

書名 著者名 出版社 記号 

「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤 有紀 少年写真新聞社 81 

科学探偵ｖｓ.消滅した島 佐東 みどり 他 朝日新聞出版 ｶｶ 

俳句ガール 堀 直子 小峰書店 ﾎﾘ 

ぼくはくまですよ フランク・タシュリン 大日本図書 93 ﾀ 

ごろべえ もののけのくにへいく おおとも やすお 童心社 E 

ぼくはなにいろのネコ？ ロジャー・デュボアザン 子ども文庫の会 E 

◎清水図書館 12 月・1 月の新着図書・ＣＤ（一部） 
 ◆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》 

◆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 
 
「冬の愉しみ方」 

『フムフムさんとっておき!湯めぐりうまうま旅』 

  坂川 栄治／著 静山社  

『心と響き合う読書案内』  

       小川 洋子／著 PHP 研究所 

『世界のホットドリンクレシピ 世界各地から届いた体があたたまる

飲み物とアレンジ 85 品』  

  誠文堂新光社 

 

児童 
 
「いただきます」 

『かぶきやパン』   

  かねまつ すみれ／さく・長野 ヒデ子／え 童心社 

『３００年まえから伝わる とびきりおいしいデザート』  

 エミリー・ジェンキンス／文 ソフィー・ブラッコール／絵 

あすなろ書房 

CD 

「大好き !!」 

『SWEET CLASSIC』  

葉加瀬太郎 ほか 

『ドリマージュ－ラヴ・バラード・コレクション－』 

ドリームズ・カム・トゥルー 

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！ 

 
 

「さるのきのぼり」 
をつくります 

 

 

《CD》 

《 児 童 》 


