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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。
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６月のテーマ展示書名 タイトルコード

若い読者のための哲学史 ナイジェル・
ウォーバートン

すばる舎 130 1000050128540

サッカーワールドカップ ４年に１度の熱い戦いが始まります！！
ゆるスクワットの教科書　　　　
　－今ある不調をなくす－

小山　勝弘 主婦の友社 498.3 1000050127950

３日（日）～８日（金） カラフル イロトリドリの世界へようこそ

昭和ノスタルジー解体　　　　　
　－「懐かしさ」はどう作られたのか－

高野　光平 晶文社 210.7 1000050125087

５月２７日（日）～６月１日（金）

真実は・・・ 真実は、そこにある。

鉄道エッセイコレクション 芦原　伸 筑摩書房 686 1000050113972

１７日（日）～２２日（金） 恵みの雨 ６月ならではの図書を集めました。

ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ 金丸　絵里加 家の光協会 596 1000050125816

１０日（日）～１５日（金）

失 喪失・失踪・紛失・・・失うにも多々あるようです。

この一言で「ＹＥＳ」を引き出す格上の日本語 山口　謠司 幻冬舎 810 1000050126560

美術館へ行こう　－ときどきおやつー 伊藤　まさこ 新潮社 706 1000050128694

２４日（日）～２９日（金）

吹奏楽を聴こう！ オーケストラとは違う、吹奏楽の魅力をお楽しみくださ
い。タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

日曜の午後はミステリ作家とお茶を ロバート・ロプレスティ 東京創元社 Ｂ933ロ 1000050131055

１日～３０日

あんなのりもの、こんなのりもの、未来ののりもの。乗り
込んだらいざしゅっぱーつ！

阿久悠トリビュート・スペシャルソングス　　　　
～朝日のように～ 観月ありさ　他 ＤＰア 3000050002273

１日～３０日
調べてみよう！

これは何に使う？どんなふうに使う？

昭和漫才傑作選

限りない宇宙ーピエール・バルーからの「おくりもの」 ピエール・バルー ＤＪハ 3000050002399

１日～３０日

中田ダイマル／中田ラケット　他 ＤＶシ 3000050002263
いろんな道具

しゅっーぱーつ！　　　　
　のりものだいしゅうご
う

２０１８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

暑い毎日が続いていますが、夏の前には梅雨がやってきます。

じめじめ気持ちも沈みがちですが、図書館には雨の時期を快適に過ごすヒントが隠れた図書も所蔵しています。

ぜひ蓮根図書館の書架で、新しい発見をしてみてはいかがでしょうか？

蓮根図書館で今年度より受入れしている雑誌をお知らせいたします。

・『飛ぶ教室』（児童室）季刊 ２０１８年春号より受入れ
エーリヒ・ケストナーの名作の名をした雑誌で、幅広いジャンルの書き手による童話や短編、絵本の書き

下ろし、評論やインタビューなど読み応えある企画が満載です。

・『Discover Japan』（Ｃ－２３）月刊 ２０１８年６月号より受入れ
日本のいい「こと」「もの」「場所」「人」を再発見する雑誌です。地方でおこる｢いま｣を求めて、

さまざま切り口で紹介いたします。



ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

りんりん

休館日 おはなし会 七夕会
8 9 10 11 12 13 14

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

相談会 赤ちゃん

二次利用 二次利用 おはなし会 ストーリーテリング ブックトーク

29 30 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『農夫の妻』　（98分）

　　妻に先立たれた農場主の、花嫁探しの再婚大作戦が今、はじまる。
りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
3 4 5

1 2

6 7 8 9
　　『トムとジェリー　⑧』（５2分）

15

　　おなじみ、ネコとネズミ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

1610 11 12 13 14
ボローニャ子ども絵本館『お天気の絵本展』

おはなし会 二次利用

23

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 はすねサロン
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム

17 18 19 20 21 22

ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

百科事典～ おはなし会

１日図書館員

ボローニャ子ども絵本館所蔵の、お天気にまつわる世界の絵本を展示します。

ところ変わればお天気も・・・？さまざまな楽しい絵本をお楽しみください。

期 間：６月７日（木）～６月１３日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

おはなし会

９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） ５月１６日（土）～１９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。）

《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：８日（金）・２２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：６月２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２３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「わたしのかぞく」です。

昨年から引き続き、３度目の開催です。尺八の音色をお楽しみください。

日 時：６月２１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 演 奏：細矢 富栄 氏

演奏曲目（予定）：・さくら貝の唄 ・下町の太陽 ・水色のワルツ ほか

夏休みの宿題や日ごろの学習に役立つ、“百科事典の使い方”をわかりやすくお教えしちゃいます。

図書館に置いてある『ポプラディア』と『ポプラディアネット』を実際に使ってヒミツを探っちゃおう！

日 時：６月２４日（日）１４：００～１５：３０ 場 所：蓮根図書館視聴覚室

対 象：小学生（１～３年生は保護者同伴でお願いします） 定 員：１５名

申込み：カウンターもしくは電話にてお問い合わせください。

・ ・


