
ｚ

一般書

CD

児童書

８月のテーマ展示

エコに暮らせば 暑い夏こそ！エコロジーでエコノミーな毎日を。

7日（日）～１２日(金） 大人を休む！ 大人だって夏休みが欲しいんです！

７月３１日（日）～8月５日（金）

つながる 人・物・世界　つながりを拾ってみました。

２１日（日）～２６日（金） 神さま、仏さま 困ったときだけではもったいない！

１４日（日）～２０日（土）

夏の風物誌 音楽で夏を満喫しませんか？1日～３０日

空にかんけいするほんをあつめました。１日～３０日 空もよう
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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



日 月 火 水 木 金 土

調べる学習会

休館日 おはなし会 りんりんおはなし会

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

かるがもタイム

工作会 おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

14 15 16 17

休館日 おはなし会 二次利用

18 19 20

27

かるがもタイム

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

21 22 23 24 25 26

いっしょにワクワク

おはなし会

28 29 30 31

休館日

蓮根図書館では、毎月さまざまな「おはなし会」を行っています。

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をしています。

日時：１２日（金）・26日（金）11：00～

場所：視聴覚室

０．１歳の赤ちゃんと保護者の方向けのおはな

し会。赤ちゃんと楽しむ歌などが中心です。

日時：８月６日（土）１１：００～

場所：視聴覚室

２．３．４歳の幼児向け。おはなしの他に手遊び

などで楽しみます。

日時：８月２７日（土）１５：００～

場所：視聴覚室

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ます。

今月のテーマは「ありがとう！」です。

おはなし会

《8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 いっしょにワクワクおはなし会

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

～毎月２３日は家庭読書の日～

『いっしょにワクワクおはなし会』

防災展（９月４日まで）

ウチドク



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

おはなし会 源氏物語 りんりん

4 5 6 7 8 9 10

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

おはなし会 二次利用

18 19 20 21 22 23 24

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

25 26 27 28 29 30

おはなし会 休館日

　  １０時からは・・・

　  『ぼくのおばあちゃん』（１２３分）

　　　忘れかけていた〝家族の絆”を思い出させてくれる、夏休みにぴったりの映画です。

　  １４時からは・・・

　　『日本のおばけ話　・きもだめしのばん　・百目のあずきとぎ　』（３０分）

　　　暑い夏こそ、おばけの話で涼しーーくなっちゃおう！

絵本館展（10月５日まで）

１３日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

9月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） ８月２０日（土）～２２日（火）

保存期間が過ぎた雑誌等を、定期的に利用者へ提供しています。

（数に限りがありますので、期間内でも終了する場合があります。）

《８月の行事》

夏休み工作会
身近にあるものを使って工作をします。何をつくるかは当日までのお楽しみ♪

日 時：８月７日（日）１５：００～ 場 所：視聴覚室

対 象：小学生 定 員：２０名（当日先着順）

申込み：当日、直接会場までおこしください。

防災展（９月４日まで）

防災グッズやパネル、関連図書の展示をおこないます。ぜひご家族でご来場ください。

期 間：８月２９日（月）～9月４日（日）

場 所：視聴覚室 （どなたでもご自由にご覧いただけます）

山下智子さんが、『現代京ことば訳 源氏物語』蓬生の巻を朗読します。

非日常の空間をぜひご堪能ください。

日 時：９月１日（木） １４：３０～１６：００（１４：１５開場）

場 所：蓮根集会所 定 員：５０名

申込み：蓮根図書館カウンターもしくは電話にて（先着順）

写真展（１０日～１５日）

よもぎう



新刊は毎週土曜日から展示しています。

いくつかピックアップしてご紹介！
著者 出版社 請求記号

請求記号

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。

夏本番の８月です。

今月の蓮根図書館も、夏休みのみなさんの応援団です！
探している本や調べものがなかなか進まないときは、お気軽に図書館員まで
お声がけください。

書名 タイトルコード

まじめに生きるって損ですか？ 雨宮　まみ ポット出版 159ア 1000040608348

事件は帳簿で起きている 前川　修満 ベストセラーズ 336.9 1000040609761

人間晩年図巻
１９９５－９９年

関川　夏央 岩波書店 280 1000040610315

「翼の王国」のおみやげ 長友　啓典 木楽舎 596 1000040609691

18歳からの政治入門 日本経済新聞政治部 日本経済新聞出版社 379.4 1000040609205

漫画は戦争を忘れない 石子　順 新日本出版社 726 1000040606022

あらゆる販促を成功させる「A4」
１枚アンケート実践バイブル

岡本　達彦 ダイヤモンド社 673.3 1000040608339

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

娘の結婚 小路　幸也 祥伝社 B913.6 1000040605299

ヨナタン ジョナサン・レヴィ DMレ 3000040012735

プロヴァンスの祈り～エレミア
の哀歌

ジョエル・コーエン指揮 DFフ 3000040012740

私のドリカム
DREAMS　COME　TRUE　THE　BEST！

ドリームズ・カム・トゥルー DPト 3000040011394

第２４回ボローニャ・ブックフェアｉｎいたばし 世界の絵本展

日 時：平成２８年８月６日（土）～１４日（日）

午前９時～午後７時（６日は式典終了後１０時開場）

場 所：板橋区成増アートギャラリー（成増３－１３－１ 成増図書館と同一施設の３階）

内 容：今年ボローニャから届いたばかりの絵本からおすすめのものを展示します。

おはなし会：期間中、毎日お子さん向けのおはなし会を開催しています。

時間：午前１０時３０分～、午後３時３０分～ （８月６日（日）は午後のみ）


