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１０月のテーマ展示

家族 あなたにとって家族とは・・・

９日（日）～１４日（金） 故人を偲んで　2016
少々早いですが、今年亡くなった著名人を偲
びます。

２日（日）～７日（金）

文字あれこれ
漢字・かな・アルファベット・・・文字はい
ろいろ。

２３日（日）～２８日（金） おススメ！ ○○のススメ！の類を集めてみました。

１６日（日）～２１日（金）

１日～３０日 秋の夜長のクラシック
心静かに耳を傾けられるクラシック音楽を選
んでみました。

おいしいものたくさんの秋がやってきた！１日～３０日 いただきます
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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



日 月 火 水 木 金 土

1

りんりんおはなし会

2 3 4 5 6 7 8

おはなし会 名画劇場

9 10

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 二次利用

11 12 13 14 15

かるがもタイム

22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

16 17 18 19 20 21

いっしょにワクワク

おはなし会

23 24 25 26 27 28 29

初めての

おはなし会
かるがもタイム

赤ちゃんおはなし
会

古文書講座

30 31

休館日

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：１４日（金）・２８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：１０月１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：１０月２２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。
今回のテーマは「本をひらいて旅をする」です。

おはなし会

《１０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』

図書館員の選ぶ１００冊

世界のおひめさま絵本展（９月２７日～５日）

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。

年齢別おすすめ絵本展２２日～２８日



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会 二次利用

20 21 22 23 24 25 26

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

27 28 29 30

休館日

　  １０時からは・・・

　  『歴史の道　－九州ー』（６２分）

　　街道をたどって、歴史を感じてみませんか？今回は九州を巡ります。

　  １４時からは・・・

　　『なかよしおばけ　ーおばけのキャンプ旅行ほかー　』（４９分）

　　かわいいおばけの四人組の短編アニメーションです。親子でぜひどうぞ。

８日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１１月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） １０月１５日（土）～１８（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。）

《１０月の行事》

〝古文書ってなに？”〝くずし字は難しい？”など初心者の疑問をわかりやすく解説いたします。

講 師：西 光三氏（板橋区公文書館 公文書館専門員）
日 時：１０月２９日（土）午後２時～３時半
場 所：視聴覚室
申込み：カウンターまたは電話にてお問い合わせください。

図書館員の選ぶ１００冊（11月9日まで）

ボローニャ絵本館より借り受けたお姫様の登場する絵本を展示します。
ところ変わればお姫様もいろいろ。世界各国のお姫様をお楽しみください。

日時：９月２７日（火）～１０月５日（水）
場所：蓮根図書館視聴覚室（どなたでもご自由にご覧いただけます）

世界のおひめさま絵本展

年齢別 おすすめ絵本展
０歳～６歳向けに、蓮根図書館おすすめの絵本を展示・貸出します。

日時：１０月２２日（土）～１０月２８日（金）
場所：蓮根図書館視聴覚室（どなたでもご自由にご覧いただけます）

ミニボローニャブックフェア



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。

書名 タイトルコード

カルヴァン
－亡命者と生きた改革者ー

Ｃ・シュトローム 教文館 198 1000040621126

子ども食堂をつくろう！
－人がつながる地域の居場所づくりー

豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 明石書店 369.4 1000040625875

最新＆再発見！
銀座・丸の内・東京駅

マガジンハウス T291.3 1000040615792

お嬢様のためのドレスＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 593 1000040626460

人類進化の謎を解き明かす ロビン・ダンバー インターシフト 469 1000040606222

星読島に星は流れた 久住　四季 東京創元社 Ｂ913.6 1000040626070

模様と意味の本　－明日誰かに話し
たくなる模様のはなしー

ジュード・スチュアート フィルムアート社 727 1000040623829

文学部で読む日本国憲法 長谷川　櫂 筑摩書房 Ｙ32 1000040621136

モンテヴェルディ：聖母マリアの夕
べの祈り　ほか

アンドリュー・パロット（指揮） DFモ 3000040005601

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

琥珀色の街、上海蟹の朝 くるり DPク 3000040013001

ホワイル・ウィ・アー・スティ
ル・ヤング

パトリック・コーネリアス DMコ 3000040013006

図書館員の選ぶ１００冊 ～いざ、読書。～
読書週間に合わせ、蓮根・清水・志村・西台４館の図書館員が選んだ１００冊を
展示します。リストも配付していますのでぜひご覧ください。

期 間：１０月２７日(木)～１１月９日(水)

展示場所：蓮根図書館入口脇特設コーナー

読書週間企画展示

いよいよ読書の秋の到来です。
今年の読書週間も図書館ではさまざまな企画をご用意しています。
毎年お馴染みの〝図書館員の選ぶ１００冊”展示に、初の試みとなる全館合同の大人向け
“クイズラリー”子ども向けの“スタンプラリー”を実施します。ぜひご参加ください。


