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新刊は毎週土曜日から展示しています。その中からピックアップしてご紹介！

※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。

著者 出版社 請求記号

一般書

CD

請求記号

児童書

.

８月のテーマ展示書名 タイトルコード

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５
デイヴィット・
Ｓ．キダー

文響社 033 1000050127053

お祭り 夏といえばお祭り。様々なお祭りへご案内します。
身近な人が障害をもったときの手続
きのすべて（備えて安心）

鈴木　四季 自由国民社 369.2 1000050144618

5日（日）～10日（金） 歩く 歩く先にあるものは・・・

パンと野いちご
－戦火のセルビア、食物の記憶ー

山崎　佳代子 勁草書房 239 1000050132612

7月29日（日）～8月3日（金）

モチベーション あなたのモチベーションを上げるものはなんですか？

切りおき 小林　まさみ 小学館 596 1000050143729

19日（日）～24日（金） おもてなしの要素 東京2020大会に向け、おもてなしの本を集めました。

絵でわかる地球温暖化 渡部　雅浩 講談社 451 1000050144884

12日（日）～17日（金）

How　to どんなやり方？どうやって？

編集者漱石 長谷川　郁夫 新潮社 910ナ 1000050143750

大人の言い換えハンドブック 話題の達人倶楽部 青春出版社 810 1000050141877

26日（日）～30日（金）

さあ出かけよう！ 夏のおでかけのお供にぴったりな曲を集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

古英語叙事詩『ベーオウルフ』
－クレーバー第４版対訳ー

吉見　昭徳 春風社 931 1000050140163

１日～３０日

摩訶不思議な世界へようこそ！

アリス・ザ・ベスト アリス ＤＰア 3000050002870

１日～３０日
調べてみよう！

山にはどんな動物がいる？植物がある？山も生きてるってほんと？

小泉八雲作品集

ジョイライド ティナーシェ ＤＮテ 3000050002885

１日～３０日

朗読：田島令子、後藤敦　ほか ＤＸコ 3000050003002
山

本をひらいてふしぎなせかい

２０１８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

夏休みが始まって以来にぎやかな毎日ですが、８月も親子で楽しめるイベントがたくさんです。

はすねサロンや工作会・クイズラリーと、ぜひたくさんのご参加お待ちしています。

猛暑を乗りきる夏バテ対策にも、ぜひ図書館をご活用ください！

公文書館所蔵の、板橋区ゆかりの民俗学者・櫻井徳太郎氏本人や研究に関する

パネル・図書館所蔵の関連資料の展示を行います。

期 間 :８月９日（木）～１５日（水）場 所：蓮根図書館視聴覚室



ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土

1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

おはなし会 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

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

23 24 25 26 27 28 29

おはなし会

30

講習会

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『キートン探偵学入門』　（５０分）
りんりんおはなし会

　　映写技師のキートンは上映中に居眠りを始め、その分身が憧れの銀幕の中に入っていき・・・
おはなし会

はすねサロン
調べる学習相談会

　  １４時からは・・・

1 2 3 4

11
　　『トムとジェリー⑨』（52分）櫻井徳太郎展

　　永遠の天敵！トムとジェリーのドタバタコメディ―。
工作会 おはなし会

赤ちゃんおはなし会

名画劇場かるがもタイム

5 6 7 8 9 10

18
櫻井徳太郎展

おはなし会 二次利用

12 13 14 15 16 17

25
夏のクイズラリー（9月17日まで）

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム ブックトーク

19 20 21 22 23 24

おはなし会 休館日

26 27 28 29 30 31

いたばしwith kids吹奏楽団からフルートのみなさんをお招きし、親子で楽しめる

楽曲を中心にお届けします。ぜひご来場ください。

日 時：８月４日（土）１１：３０～ 場 所：蓮根図書館視聴覚室

申 込：当日直接会場までお越しください。

おはなし会

１１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１８日（土）～２１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》

～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：１0日（金）・２4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４日（土）１１：００～
場所：児童コーナー

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２５日（土）15：00～
場所：児童コーナー

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「本をひらいて ふしぎなせか
い」です。

この夏！蓮根図書館に、これまでのスタンプラリーをパワーアップさせた、

あたらしいクイズラリーが登場します！ぜひご参加ください！

期 間：８月１８日（土）～９月１７日（月）
※台紙はカウンターで配布しています。くわしいルールはスタートのときにお話しします。

けやきカメラクラブ作品

防災展

クイズラ

板橋区立リサイクルプラザより講師をお招きし、牛乳パックを使ってサンバイザーをつくります！

日 時：８月５日（日） １５：００～ 場 所：蓮根図書館視聴覚室
対 象：小学生以下（未就学児は保護者同伴でご参加ください。）
申 込：当日直接会場までお越しください。


