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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
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児童書
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１０月のテーマ展示書名 タイトルコード

ライフハック大全
人生と仕事を変える小さな習慣

堀　正岳 KADOKAWA 159 1000050085764

脱力系 時にはゆる～く、力を抜いて。
ブラック校則
理不尽な苦しみの現実

荻上　チキ 東洋館出版社 375 1000050153588

７日（日）～１２日（金） 骨 骨にまつわる本・骨太の内容の本など集めました。

るるぶ京都奈良寺社めぐり JTBパブリッシング 291.6 1000050156609

９月３０日（日）～１０月５日（金）

王国・帝国・共和国 王様がいる国って想像できますか？
女子の筋トレ＆筋肉ごはん
ちゃんとキレイなカラダをつくる！

坂詰　真二 新星出版社 595 1000050158531

２１日（日）～２６日（金） 家族って… 今こそ「家族」を見直しませんか。

NHKスペシャル人類誕生 NHKスペシャル
「人類誕生」制作班 学研プラス 469 1000050153863

１４日（日）～１９日（金）

悪態の科学
なぜあなたは口にしてしまうのか

エマ・バーン 原書房 801 1000050155574

師弟
棋士たち魂の伝承

野澤　亘伸 光文社 796 1000050141044

秋の夜長のクラシック音楽 芸術の秋。素敵なクラシックを体感しませんか？
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

グッバイ・クリストファー・ロビン
『クマのプーさん』の知られざる真実

アン・スウェイト 国書刊行会 933 1000050157717

１日～３０日

いろいろなスポーツを楽しもう！

還暦少年 スターダスト・レビュー DPス 3000050003248

１日～３０日
調べてみよう！

世界中のお友達のくらしを、ちょっとのぞき見…
桂歌丸１２
紺屋高尾／トーク「歌丸ばなし」１

スーパー・ギター・ディズニー ザック・ワイルド　他 DHス 3000050003256

１日～３０日

桂歌丸 DVカ 3000050003227
外国のくらし

よーいドン！スポーツしよう
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〒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

ようやく暑さがおさまり、秋が深まってまいりました。

１０月は素敵な秋に楽しめるイベントがたくさんあります。

はすねサロンや絵本館展など、たくさんのご参加お待ちしています。

図書館の本を使って、新しいことにチャレンジしませんか。

清水・蓮根・志村・西台図書館に勤務している図書館員が、おすすめしたい本を選び、
リストを作成しました。読書の参考にぜひ、ご活用ください。

期 間 :１０月２７日（土）～１１月９日（金）

お子さま向けにスタンプラリー、大人の方向けにクイズラリーを実施します。
図書館に通って、プレゼントをゲットしよう！
期 間 :１０月２0日（土）～１１月25日（金） 場 所：板橋区立図書館全館
※この期間、休館日の違う図書館があります。詳しくはお問合せください。



ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

おはなし会 かるがも

二次利用 休館日 二次利用 二次利用 赤ちゃん ブックトーク

25 26 27 28 29 30

おはなし会

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『シルクロード第１部第6集～流砂の道』　（５０分）絵本館展

今なお色褪せないシルクロードの魅力が満載です。
休館日 おはなし会 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・

1 2 3 4 5 6

13
　　『トムとジェリー⑩』（52分）絵本館展

　　永遠の天敵！トムとジェリーのドタバタコメディ―。
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

7 8 9 10 11 12

20

休館日 おはなし会 はすねサロン 二次利用

14 15 16 17 18 19

27

スタンプラリー・クイズラリー

絵本講座 二次利用 おはなし会
赤ちゃんおはなし会

二次利用

21 22 23 24 25 26

かるがもタイム ブックトーク

28 29 30 31
図書館員の選ぶ１００冊（～１１／９）

スタンプラリー・クイズラリー

休館日
区内在住の細矢富栄氏ををお招きし、尺八の美しい音色をみなさんにお届けします。

ぜひご来場ください。 日 時：１０月１８日（木）１１：００～１１：３０

※10分前に開場いたします。

場 所：蓮根図書館 視聴覚室

おはなし会

１３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。）

《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：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６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：１０月２７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。

「犬」をテーマに世界各国の絵本を展示します。かわいい犬が盛りだくさん！
ぜひ、手に取ってご覧ください。

期 間：１０月４日（木）～１０月１０日（水）
場 所：蓮根図書館 視聴覚室

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

犬の絵本展

絵本を読むことの大切さや選び方など読み聞かせを交えながら、お話しします。

お子さまと一緒に、ぜひお越しください。

日時：10月21日（日）14：30～15：30 場所：蓮根図書館 視聴覚室

講師：神保和子 氏（株式会社ヴィアックス テクニカルサポート室児童サービス担当）

はすねサロン

絵本講座
～こころとことばを育む絵本との出会い～

図書館員の選ぶ100冊

年齢別絵本展
スタンプラリー・クイズ

特別整理期間


