
  

 清水図書館からのおしらせ 

◆みんなで Viscuit(ビスケット)! たのしいプログラミング教室◆ 

日本開発のプログラミングツール（Viscuit）を使ったプログラミング教室です 

◆日時：3 月 10 日（日）14：00～15：30（開場 13：45） 

◆会場：清水地域センター2 階 第 2 洋室 

◆定員：１2 名   

◆対象：小学生 

◆参加費：無料 

◆受付：予約申込み制（定員になり次第、受付を終了させていただきます） 

◆お問合せ：☎３９６５-９７０１  

◎清水図書館からのおねがい◎  

＜利用カードの登録内容の変更について＞ 

住所や電話番号など、利用カードの登録内容に変更があった場合は図書館カウン

ターで登録内容の変更手続きをお願いいたします。 

住所の変更手続きの際は、変更後の住所確認ができるもの（健康 

保険証・運転免許証・学生証など）をご持参ください。 

みなさまのご協力をお願いいたします。 
 

◆雑誌二次利用◆ 

◎実施日：3 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。 

◆4 月の二次利用実施日（予定）：4 月 3 日(水)～5 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.it 

abashi.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 

 

 

  

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 
 

金 土 

    

 

１ ２ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

３１ 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

２８ ２９ ３０ 

日 月 火 水 木 金 土 

  
 

１ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

４月 
 

★4 月の休館日：1５(月) 

★開館時間：午前 9 時～午後 8 時 
 

★3 月の休館日：18(月),31(日) 

 

 

3月 
毎月 23日は 

家庭読書の日 

 

おはなしひろば 

 

休館日 

津軽三味線独演奏会 
 

2 日の午後のおはなしひろばはイベントのためおやすみです 

おはなしひろば 

 

二次利用 

2019 年 

3 月 

第 353 号 

こうさくひろば 

 

休館日 

 

休館日 

休館日 

おはなしひろば 

 

おはなしひろば 

 

休館日 

 

休館日 休館日 

休館日 

板橋区立図書館 清水図書館 

プログラミング教室 
 

５月 
 

★5 月の休館日：7(火), 

20(月),３１(金) 

http://www.lib.city.it/


 

 

 

 

◆児童コーナー 

★おはなしひろば★  

◆日時：3 月 2 日・9 日・２３日・30 日  

★午前の部(10：00～10：30)   

★午後の部(３：00～3：30) 

※２日の午後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：3 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 

疲れないパソコン仕事術 小枝 祐基 インプレス 007 

日本国紀 百田 尚樹 幻冬舎 210.1 

新版 コーチングの基本 コーチ・エィ 日本実業出版社 336.4 

こころとからだを育む 1～5 歳の楽しいリトミック 神原 雅之/監修 ナツメ社 376.1 

科学史ひらめき図鑑 スペースタイム ナツメ社 402 

山中伸弥 人体を語る 山中 伸弥 小学館 491 

睡眠薬その一錠が病気をつくる 宇多川 久美子 河出書房新社 498.3 

日本プラモデル六〇年史 小林 昇 文春新書 507 

布花の本 指吸 快子 日本ヴォーグ社 594 

コンロ 1 つで自炊 Lesson 金丸 絵里加 主婦の友社 596 

あるあるデザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ-ｅ エムディーエヌコーポレーション  674 

ミニ枯山水の世界 枡野 俊明 家の光社 793 

あっという間に読めちゃうハングル 房 賢嬉、用松 美穂 新星出版社 829 

ミステリーで読む戦後史 古橋 信孝 平凡社新書 910 

熱帯 森見 登美彦 文藝春秋  

盤上に散る 塩田 武士 講談社文庫  

タイトル 歌手・演奏者名 記号 タイトルコード 

New Era～18 世紀のクラリネット作品集 オッテンザマー(CL) 他  DC ﾓ 3000050001954  

Harmonia−ハルモニア− 朴葵姫(G) DD ｱ 3000050002804  

愛のよろこびは 藤木大地(C−T) カッツ(P) 他 DF ｱ 3000050003683  

LIFE IN 12 BARS [2CD] エリック・クラプトン DH ﾗ 3000050003705  

エジプト・ステーション ポール・マッカートニー DL ﾏ 3000050003710  

うたいろ 吉岡聖恵 DP ﾖ 3000050003763  

書名 著者名 出版社 記号 

日本全国 47 都道府県まるわかりクイズ 1200 県民.com/監修 メイツ出版 29 

つらら みずと さむさと ちきゅうの ちから 細島 雅代/写真 ポプラ社 45 

ゆきのひのだんまりうさぎ 安房 直子 偕成社 ｱﾜ 

ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中 講談社 ﾋｺ 

すきですゴリラ アンソニー・ブラウン あかね書房 E 

いちばんどりいちぬけた 日隈 みさき あかね書房 E 

◎清水図書館 1 月・2 月の新着図書・ＣＤ（一部） 
 

「おえかきバックを 

つくろう」 
をつくります 

 

◆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》 

◆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 
 
「春風にのって」 

『花や咲く咲く』 

あさの あつこ／著 実業之日本社    

『スニーカー女子のスタイルブック ナチュリラ別冊』  

主婦と生活社 

『大人おしゃれのルール FASHION RULE BOOK』 

高橋 みどり／著 講談社 

 

児童 
 
「いろいろカラフル」 

『いろはいろいろ』   

  沢木 耕太郎／作 和田 誠／絵 講談社 

『どんなきもち?』  

ミース・ファン・ハウト／さく ほんま ちひろ／やく 西村書店 

CD 

「WOMAN」 

『ヴォイセズ・オブ・エンジェルズ』 

ケルティック・ウーマン 

『伊藤君子，美空ひばりを歌う』  

伊藤君子 

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 

 
 

《CD》 

《 児 童 》 

 


