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１日～２９日 ブラスバンド特集 今年も吹奏楽コンクールが始まります。

１日～２９日 みどり色のエネルギー みどり色を本でさがしてみましょう。

すっきり 梅雨どきにすっきりしたいものはありませんか？１９日（日）～２４日（金）

ヒーロー＆ヒロイン あなたには見習いたい人がいますか。

５日（日）～１2日（日） 伝記・伝記文学 あの歴史上の人物にはこんな一面が…！

５月２９日（日）～６月３日（金）

６月のテーマ展示

２０１６年

６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



《毎月の行事》

蓮根図書館では、毎月さまざまな「おはなし会」を行っています。

ＩＴ講習会 おはなし会 休館日
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日 月 火 水 木 金

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：６月１０日・24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：６月４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：６月２５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。

今月のテーマは「チャレンジ」です。

おはなし会

《６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』

特別整理期間

ウチドク



日 月 火 水 木 金 土
1 2

たなばた会
りんりん

3 4 5 6 7 8 9

おはなし 赤ちゃん 名画劇場
10 11 12 13 14 15 16

おはなし 二次利用
17 18 19 20 21 22 23

ワクワク
二次利用 二次利用 休館日 おはなし 赤ちゃん 家庭読書の日

24 25 26 27 28 29 30

調べる
学習会 おはなし

31

１日図書館員

　１４時からは・・・

　『世界の名作童話④　おやゆび姫ほか3話』（６０分）

　　名作童話の世界を映画でお楽しみください。

　『歴史の道-中国・四国-』（６0分）

　　街道をたどって歴史を感じてみませんか。

　１０時からは・・・

１1日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

７月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） 6月19日（日）～2２日（水）

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。）

“タブレット型ＰＣに興味はあるけれど・・・”そんな方いらっしゃいませんか？

１人１台のタブレット端末をご用意して、実際に触りながら学べる講習会です。

日時 ６月26日（日）１４：００～

場所 蓮根図書館視聴覚室 定員 １５名（先着順） 対象 中学生以上

申込 蓮根図書館カウンターまたは電話にて受付中です。

※定員になりしだい終了となります。お問い合わせください。

≪６月の行事≫



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。

いよいよ６月。梅雨に入ると室内で本を読む時間も増えるのではないでしょうか？
ついつい移動中に雨に降られ、本を濡らしてしまう・・なんてこともあるかもしれません。
本は一度濡れると波打った状態になり、元にもどすことが難しくなってしまいます。
次の方に貸出をすることが難しい資料は、弁償をお願いすることもございます。
大切な資料ですので、取扱いにはご配慮くださいますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

決定版 ワールド・ミュージッ
ク・ダイジェスト ベスト

ＤＲワ 3000040012231

決定版 吟詠歌謡 ベスト 三橋美智也 他 ＤＳキ 3000040012232

タイトル 歌手名 タイトルコード

ザ・ベスト 琴による珠玉の
メロディー

ＤＨコ 3000040012115

偉大なる時のモザイク カルミネ・アバーテ 未知谷 973 1000040591701

百人一首がよくわかる 橋本　治 講談社 911.1 1000040591762

日本語の謎を解く 橋本　陽介 新潮社 810 1000040591760

人生は一本の線 篠田　桃紅 幻冬舎 721 1000040592050

心があったかくなる犬と飼い主の
８つの物語

三浦　健太 アスコム 645 1000040582930

心臓の科学史 ロブ・ダン 青土社 493.2 1000040592033

ぼくらは未来にどうこたえるか 大澤　真幸 左右社 ３０４ホ 1000040591374

書名 タイトルコード

日本の著作権はなぜもっと厳し
くなるのか

山田　奨治 人文書院 02１ 1000040590696

◎期間中は、資料の貸出・予約受取・AV資料の返却などができなくなります。

◎本や雑誌の返却にはブックポストをご利用ください。

Q『特別整理期間って何するの？』

Ａ『所蔵している資料の点検を行い、在庫資料の確認をします。また通常の休館日ではできない書架

の移動や資料の点検・修理、掃除などをおこないます。』


