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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。

１月のテーマ展示書名 タイトルコード

ウィトゲンシュタイン『秘密の日
記』

L・ウィトゲンシュタイン 春秋社 134 1000040590936

わらって笑って福招く 今年も笑顔あふれる一年でありますように。

子どもの貧困ハンドブック 松本　伊智朗 かもがわ出版 369.4 1000040652516

8日（日）～13日（金） ジブンメンテナンス 健康への近道は年明けにあり！

平城京のごみ図鑑 奈良文化財研究所 河出書房新社 210.3 1000040652098

12月25日（日）～１月6日（金）

未来を拓く 輝かしい未来に向かって・・・

グルテンフリーのパンと麺とおやつ 大越　郷子 PHP研究所 596 1000040649830

22日（日）～27日（金） かり・かる・ハンティング あなたはなにをかりますか？

ホワット・イズ・ディス？ ランドール・マンロー 早川書房 404 1000040650005

15日（日）～20日（金）

溝猫長屋祠之怪 輪渡　颯介 講談社 913.6 1000040646700

SMAPと平成 中川　右介 朝日新聞出版 S767 1000040656443

運河の追跡 アンドリュウ・ガーヴ 論創社 933カ 1000040383940

5日～30日 おめでとうございます 新年の幕開けにふさわしい晴れやかな音楽をあつ
めました。ニュー・サウンズ・イン・ブラス

プレミアムBEST
東京佼成ウインドオーケストラ DBニ 3000040013372

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

今年はとりどし。いろーんなとりの出てくる
おはなし。

新潮CD　谷崎潤一郎作：吉野葛 朗読：平　幹二朗 DXヨ 3000040002462

ALXD
Alexandros（アレクサンド
ロス）

DPア 3000040012814 5日～30日 とりのほん

２０１７年
１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

あけましておめでとうございます。

２０１７年も利用者に寄り添った図書館を目指してよりいっそう精進いたします。

今年もたくさんのご来館をお待ちしております！

利用者の方により便利にお使いいだけるようシステムの更新をおこないました。

webや館内OPACの他新たに“スマートフォン対応OPAC”も新設し、「予測キーワード」

や「絞り込みメニュー」の表示など資料検索機能を充実させたほか、「ソフトウェアキーボー

ド」などを追加しています。

詳しくは、館内の案内ほか図書館員にお尋ねください。

蔵書検索・予約システムが便利になりまし

た



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

折り紙
講習会 おはなし会 二次利用

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 赤ちゃん ワクワク

26 27 28

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・
1

　  『深田久弥の日本百名山　１０　』（５５分）

　五竜岳・鹿島槍岳・剣岳・立山・薬師岳の美しい景色をお楽しみください。
年末年始休館 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・

2 3 4 5 6 7

14
　　『まんが日本昔ばなし　３　』（５０分）

かるがもタイム 　浦島太郎や一休さんなどの懐かしい昔話をどうぞ。
おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

15

8 9 10 11 12 13

休館日 おはなし会 折り紙講習会 二次利用

16 17 18 19 20 21

申込開始

22 23 24 25 26 27 28

かるがもタイム

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃんおはなし会
いっしょにワクワク

おはなし会

29 30 31

オーケストラを聴こう！ はすねサロン 休館日

おはなし会

１４日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

２月の蓮根図書館

《１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

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） １月２１日（土）～２３（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。）

《１月の行事》

～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』

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。

板橋区立公文書館展

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（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：１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：１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「むかしむかしのおはなし」で
す。

昨年ご好評いただいた企画の第２弾！ 松村哲哉氏を講師にお迎えし、今回は作曲家

ベートーヴェンを中心としたクラシック音楽の楽しみ方についてお話しいただきます。

日 時：１月２９日（日）１４：３０～１６：００
場 所：蓮根図書館視聴覚室

申込み：カウンターまたは☎にてお問い合わせください。

ヴァイオリンの演奏と、楽しいトークはいかがですか？ほっと一息つきにいらしてください。

日 時：１月３０日（月）１０：３０～１１：００

場 所：蓮根図書館視聴覚室（申込み不要です。どなたでもお越しください。）

演 奏：林田 薫 氏

公文書館に所蔵されている写真データの中から板橋の懐かしい写真を展示します。

当時の世相や今の風景との対比をお楽しみください。

日 時：１月６日（金）～１１日（水）
場 所：蓮根図書館視聴覚室

彩波会作品展


