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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。

６月のテーマ展示書名 タイトルコード

江戸の旅人書国漫遊 杉浦　日向子 河出書房 019 1000050031667

花に寄せて 〝花″という言葉に関係する本をあつめました。

アナキスト民俗学
絓　秀実
木藤　亮太

筑摩書房 380 1000050029639

４日（日）～９日（金） 「あげる」の本 イロイロな『あげる』の本をあげてみました。

東京商店街さんぽ　VOL．１ 秀和システム T291.3 1000050034363

５月２８日（日）～６月２日（金）

選択
無意識だけれど毎日は『選択』の連続ででき
ているのです。

トルコ料理大全 メフメット・ディキメン 誠文堂新光社 596 1000050028889

１８（日）～２３日（金） 夏に向かって 今年はどんな夏にする？

遺伝子は、変えられる。－あなたの
人生を根本から変えるエピジェネ
ティクスの真実

シャロン・モア
レム

ダイヤモンド社 467 1000050031901

１１日（日）～１６日（金）

さまざまな時間（とき）ページをめくればそこには懐かしい風景が。

いのちの車窓から 星野　源 KADOKAWA 914.6 1000050024621

ブリューゲルの世界 森　洋子 新潮社 723 1000050031297

２５（日）～２９日（木）

井上ひさしから、娘へ
－５７通の往復書簡ー

井上　ひさし 文藝春秋 915.6 1000050029244

１日～２９日 時間
めぐりめぐる時間と時代をあのころの音楽に
乗せて・・・ヴィヴァルディ・２つのヴァイオリ

ンのための協奏曲集
カルミニョーラ（ＶＬＮ） ＤＣヒ 3000050000365

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

あめが続く６月、いろーんなお天気の絵本を読ん
でみませんか？

青春歌年鑑　’８１　BEST30 ＤＰセ 3009830058866

スタンダーズ・アンド・モア チック・コリア・アコースティック・バンド ＤＭコ 3000050000357 １日～２９日 はれのちくもりときどきあめ

２０１７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

５月は寒暖の差の激しい毎日でしたね。６月はいよいよ梅雨に突入です。
じめじめしたお天気で、外出する機会が少なくなってしまうかもしれません。
そんな時こそぜひ蓮根図書館をおおいにご活用ください。
のんびり過ごすお気に入りの１冊や、ご自宅を快適にするための１冊などを探してみるのはいかが
でしょうか？
また、貸出した図書は雨等に濡れてしまわぬようよろしくお願いいたします。

６月から、〝毎月２３日は「家庭読書の日」″にちなんで実施している「いっしょにワクワク

おはなし会」を「親子で楽しむブックトーク」へリニューアルします。

毎月テーマに沿った絵本の紹介や読み聞かせを行いますので、ぜひ親子でご参加ください！

日 時：毎月第４土曜日 １５：００～１５：３０

場 所：蓮根図書館視聴覚室

・ ・ ・



日 月 火 水 木 金 土
1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

たなばた会 おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

かるがも

IT講習会 おはなし会 赤ちゃん 調べる学習会

30 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『アルジャーノンに花束を（２００６）』　（９５分）

　あの不朽の名作を２００６年にフランスでリメイクした長編映画です。ぜひご覧ください。

1 2 3

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
4 5 6 7 8 9 10

　　『トムとジェリー　③　』（5２分）
かるがもタイム 　親子で楽しめるドタバタコメディの決定版！

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

11 12 13

おはなし会 二次利用

14 15 16 17

24

かるがもタイム

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

18 19 20 21 22 23

赤ちゃんおはなし会
親子で楽しむ
ブックトーク

25 26 27 28 29 30

休館日IT講習会 おはなし会

１日図書館員

おはなし会

１０日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

７月の蓮根図書館

《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 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） ６月１７日（土）～２０（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。）

《６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：９日（金）・２３（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：６月３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：６月2４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
「ぼうけんへ いざ、しゅっぱーつ！」です。

昨年ご好評いただいた蓮根地区で活動されているけやきカメラクラブの写真展です。

レンズが撮らえた身近な風景をお楽しみください。

期 間：６月６日（火）～１４日（水）

場 所：蓮根図書館視聴覚室

ボローニャ絵本館 海の絵本展

〝タブレット端末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台手に取って触りながら学べる講座です。ぜひご参加ください。

日 時：６月２５日（日）１４：００～１５：３０（１３：４５開場）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 定 員：１５名（２０歳以上）

申込み：蓮根図書館カウンターもしくは電話にてお問い合わせください。

けやきカメラクラブ写真展


