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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

一般書

CD

児童書
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。

てつどうの歌～鉄道唱歌／銀河
鉄道９９９

DYﾃ 3000040007930

１日～３０日 【調べてみよう！】天気のこと お天気ってどうしていろいろ変わるんだろう？

川端康成原作：伊豆の踊り子 榊原　忠美 DXｲ 3000050001321

７月１日～８月３０日 蓮根図書館の夏休みおすすめ本
背のパンダマークが目印です。夏休みにたくさん読んで
くださいね。

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード
１日～３０日 つくってみよう！ いつもはできないあれこれを自分の手でつくってみよう！

ヨガ・エクササイズ DHﾖ 3000050001383

１日～３０日 お祭り・花火・盆踊り 夏の行事のBGMにぴったりなCDをご紹介します。

悪寒 伊岡　瞬 集英社 913.6 1000050051455

ピアニストだって冒険する 中村　紘子 新潮社 762 1000050050008

これからレポート・卒論を書く
若者のために

酒井　聡樹 共立出版 816 1000050052045

アニマル・アラカルト 動物って面白い！
牛車で行こう！
－平安貴族と乗り物文化ー

京樂　真帆子 吉川弘文館 682 1000050051866

２０日（日）～２５日（金） おもひで 今年はどんな夏でしたか？

離れている家族に冷凍お届けごはん 上田　淳子 講談社 596 1000050047962

１３日（日）～１８日（金）

　　本涼み 本を読んで気持ちだけでも涼しく！
大田舎・東京　－都バスから見
つけた日本ー

古市　憲寿 文藝春秋 291.3 1000050047046

６日（日）～１１日（金） 戦争と平和を考える 日本人として忘れてはいけない日があります。

武士道的一日一言 新渡戸　稲造 朝日新聞出版 S159 1000050053453

７月３０日（日）～８月４日（金）

8月のテーマ展示書名 タイトルコード

蔵書一代
－なぜ蔵書は増え、そして散逸するのかー

紀田　順一郎 松籟社 024 1000050051903

２０１７年
８月号

〒１７４‐００４６
板橋区蓮根３－１５－１－１０１

TEL ０３（３９６５）７３５１
FAX  ０３（３９６５）７３５６

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

蓮根図書館ＨＰ

http://hasune-lib.jp
フェイスブック

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

夏真っ盛り８月のスタートです。

夏バテ防止には、さまざまなジャンルの図書をお役立てください。

夏休みの宿題は順調ですか？調べものや読書感想文の本探しにもぜひご活用ください。

今回は、尺八の生演奏と、尺八・音楽にまつわるお話を伺います。

お馴染みの曲も演奏予定ですので、お気軽にご来場ください。

日 時：８月２４日（木） １０：３０～１１：００

場 所：蓮根図書館視聴覚室 演 奏：細矢 富栄さん



日 月 火 水 木 金 土
1 2

りんりん

3 4 5 6 7 8 9

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

おはなし会 二次利用

17 18 19 20 21 22 23

かるがも

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

おはなし会

おはなし会 休館日

親子で楽しむ
ブックトーク

27 28 29 30 31

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 はすねサロン 赤ちゃんおはなし会

26

かるがもタイム

20 21 22 23 24 25

おはなし会 二次利用

16 17 18 19

かるがもタイム 　　海の底の人魚姫が人間に出会って・・・世界に語り継がれる名作をじっくりお楽しみください。
工作会 おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

13 14 15

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
6 7 8 9 10 11 12

　　『人魚姫　世界名作アニメーション』（５０分）

　  『父と暮らせば』　（９９分）
調べる学習会 　後世に語り継がれるべき悲劇を真摯に伝える入魂の一本。平和について考える夏にぴったりです。

おはなし会

1 2 3 4 5

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

おはなし会

１２日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

９月の蓮根図書館

《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 親子で楽しむブックトーク

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

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） ８月１９日（土）～２２（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》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で楽しむブックトーク』

ウチドク

蓮根図書館では、毎月さまざまなおはなし会をおこなっています。

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です。

日時：１１日（金）・２５日（金）11：00～
場所：視聴覚室

０，１歳の赤ちゃんと保護者のかた向けのおは
なし会。赤ちゃんと楽しむ歌などが中心です。

日時：８月５日（土）１１：００～
場所：視聴覚室

２，３，４歳の幼児向けのおはなし会。おは
なしの他に手遊びなどで楽しみます。

日時：８月2６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ています。
今回のテーマは
「チャレンジ！みんなでスポーツしよう」です。

身近なものをつかって工作をします。何をつくるかは当日のおたのしみ！

日 時：８月６日（日）１５：００～

場 所：蓮根図書館視聴覚室 申込み：直接会場までお越しください。

防災展 （９月４日まで） 板橋区では今年も「図書館をつかった調べる学習コンクール」を実施します。

図書館をつかって調べものをしてみませんか？図書館員がお手伝いします！

日 時 ：８月５日（土） １３：３０～１５：００

申込み ：蓮根図書館カウンターまたは電話にてお問い合わせください。

いつどこで、どのような形で遭うかわからないのが災害。志村消防署からお借りした

防災グッズの展示や関連資料の展示を行います。備えあれば憂いなし！です。

期 間 ：８月２８日（月）～９月４日（月） 場 所 ：蓮根図書館視聴覚室

いたばしボローニャ絵本館展


