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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

請求記号

児童書

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。

.

山崎　育三郎 ＤＰヤ 3000050001651

ふしぎなせかいへごあんない １０がつはかぼちゃがおばけになったりまじょが出てきたりふしぎな季節。

ジャズ・シネマ・ノスタルジア 東京キネマ・ジャズトリオ DMト 3000050001262

３日～３０日
【しらべてみよう】
言葉のこと

いつも使っていることばもしらべてみるとおもしろい
はっけんがたくさん。

1986　～your　songs２～

秋の夜長のクラシック音楽 夜更かしのお供に上質なクラシックはいかがですか？
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ムジカ・エテルナ吹奏楽コレクションVol.1「展覧会の絵」 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ DBム 3000050001384

３日～３０日

告白ー三島由紀夫未公開インタビュー 三島　由紀夫 講談社 914.6 1000050061419

３日～３０日

読むことの可能性ー文学理論への招待ー 武田　悠一 彩流社 901 1000050063126

高倉健　七つの顔を隠し続けた男 森　功 講談社 778 1000050065964

食欲の秋 食欲をそそる本がたくさん！読んで楽しむもよし、レシ
ピで作ってみるもよし！

４７都道府県・公園／庭園百科 西田　正憲／編 丸善出版 629  1000050061285

２２日（日）～２７日（金） Q＆A これを読めばなんでも解決！

がんばりすぎないごはん 近藤　幸子 主婦と生活社 596 1000050065969

１５日（日）～２０日（金）

紅葉 秋を感じる本を集めてみました。

アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」
ジョーン・C．
ウィリアムズ

集英社 361.8 1000050064003

８日（日）～１３日（金） 歩く，駆ける，走る 疾走感を感じてください。

長き沈黙ー父が語った悪魔の７３１部隊ー 神谷　則明 かもがわ出版 210.7 1000050047033

１０月１日（日）～６日（金）

１０月のテーマ展示書名 タイトルコード

世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット 柏書房 033 1000050063065

２０１７年
１０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

秋もすっかり深まり、じっくり読書をしたり音楽を聴いたりするのにぴったりな季節がやって

きました。蓮根図書館では読書週間に合わせた毎年お馴染みの事業が続きます。そのなかのひとつ、

〝図書館員の選ぶ１００冊″では、普段は手に取らないジャンルの図書を読むのを楽しみにしてくだ

さっている利用者も多いようです。今年もぜひご覧ください。

板橋区立図書館合同で、絵本をテーマに子どもから大人まで楽しめるイベントを開催

します。有名作家の講演会を始め、絵本づくり講座やスタンプラリーなどさまざまな

企画を用意しています。ぜひお出かけください。

日 時：１０月２８日（土）１０：００～１６：００

場 所：教育科学館・常盤台地域センター

※詳しくは中央図書館事業サービス係 ☎3967-5261 までお問い合わせください。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

おはなし会 りんりん

5 6 7 8 9 10 11

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 地域さんぽ 赤ちゃん ブックトーク

26 27 28 29 30

地域さんぽ おはなし会 休館日

特別整理期間

（１１月９日まで） 休館日

とびだせとしょかん29 30 31 赤ちゃんおはなし会

28
スタンプラリー（１１月２６日まで）

年齢別おすすめ絵本展（10月３０日まで）

二次利用 二次利用
地域さんぽ申込み

図書館員が選ぶ１００冊
おはなし会 かるがもタイム ブックトーク

22 23 24 25 26 27

休館日 おはなし会 二次利用

18 19 20 21

かるがもタイム 　　・養老の滝・雀とキツツキと山鳩・こがねの斧・蛙の恩返し　
おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

15 16 17

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
8 9 10 11 12 13 14

　　『まんが日本昔ばなし　７』（５０分）

　  『シルクロード第１部第２集　～黄河を越えて』　（５０分）

　シルクロードの全容をカメラに収めた日中共同取材のドキュメント第２弾！
休館日 おはなし会

2 3 4 5 6 7

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・
1

おはなし会

１４日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１１月の蓮根図書館

《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 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） １０月２１日（土）～２３日（月）

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》

～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：１３日（金）・２７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：１０月７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：１０月２８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「ことばあそび」です。

本や紙芝居を貸出しすると、１日１枚クイズシールを差し上げます。シールを５枚あつめて

クイズに答えると「がんばったで賞」をプレゼント！ぜひご参加ください。

期 間：１０月２０日（水）～１１月26日（木）

※台紙はカウンターでお配りしています。

今年も読書週間のテーマに沿って、清水・蓮根・西台・志村 ４館の図書館員が選んだ１００冊

を展示します。リストも配布しておりますので、ぜひご覧ください。

期 間：１０月２７日（金）～１１月９日（木） 場 所：蓮根図書館入口脇特設コーナー

図書館員が選ぶ１００冊

０～６歳児の年齢別に、蓮根図書館のおすすめ絵本を展示・貸出します。

家庭での読書や読み聞かせの参考にぜひご来場ください。

期 間：１０月２４日（火）～３０日（月）

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）

スタンプラリー

写真展 (12/7まで）

櫻井徳太郎展

年齢別 おすすめ絵本展


