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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

請求記号

児童書

.

１月のテーマ展示書名 タイトルコード

「神社仏閣」で開運する方法ーお金
が舞い込む！願いが叶う！

すごい！神様研究会 宝島社 147 1000050088209

笑う門には・・・ 一年の始まりは、笑顔で福をよびこもう！

観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑　樹木編 エマニュエル・チュクリエル 創元社 460 1000050087367

７日（日）～１２日（金） 今がチャンス！２０１７年の新刊本 昨年発売された本の中から選りすぐりを紹介します。

あの同族企業はなぜすごい 中沢　康彦 日本経済新聞社 335.3 1000050085282

12月24日（日）～1月５日（金）

大人のたしなみ みなさんが今年身に着けたいことはなんでしょうか？
地域を変える、アイデアとクリ
エイティブ!読本

月刊『ブレーン』編集部 宣伝会議 601 1000050089752

２１日（日）～２６日（金） 勇気と決断 新年とともに、一歩踏み出してみませんか？

有元葉子　のり、わかめ、ひじき、昆
布、もずく　－有元葉子の和の食材ー 有元　葉子 家の光協会 596 1000050089189

１４日（日）～１９日（金）

対談　－戦後・文学・現在ー 加藤　典洋 而立書房 914.6カト 1000050087963

社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井　志延 大修館書店 830 1000050089811

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 ケヴィン・ウィルソン 西村書店 933ウ 1000050090320

おめでとうございます 晴れやかな場にぴったりな音楽を集めました。５日～３０日

3000040012837
～建物～

ワンワン！いぬだいしゅうごう 今年の干支、いぬがたくさん登場します。

しらべてみよう！
身近な建物にはどんなものがあるだろう？５日～３０日

朗詠　小倉百人一首

５日～３０日

前田　邦夫（朗詠） DXオ

HICHIRIKI　Café 東儀　秀樹 DHト 3000050002027

歌謡紀行１６　～早鞆ノ瀬戸～ 水森　かおり DPミ 3000050002028

２０１８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。ついに２０１８年がスタートしました。

蓮根図書館では今年も図書館資料の充実はもちろんのこと、みなさんにとって図書館がさらに身近で

活用しやすい場所となるようさまざまな事業を企画していきます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

毎回ご好評いただいている折り紙講習会。今回は雛祭りを前におひなさまを作ります。

日 時：２月１１日（日） １４：００～１６：００（１０分前に開場いたします）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 講 師：巽 照美 氏（日本折紙協会講師）ほか

申込み：１月１２日（金）朝９時よりカウンターもしくは電話にてお申込み開始。



ボロー

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

講習会 おはなし会 二次利用

18 19 20 21 22 23 24

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん

25 26 27 28

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『シルクロード第１部第３集～敦煌』　（５０分）

　　シルクロードの全容をカメラに収めた日中共同取材のドキュメント第３弾。
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　⑥』　（５１分）

127 8 9 10 11

　　毎度おなじみ、世界一有名な猫とネズミのドタバタコメディ！
赤ちゃんおはなし会 名画劇場かるがもタイム

2019

はすねサロン 休館日 おはなし会 二次利用

14 15 16 17 18

27

二次利用 二次利用
赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム

21 22 23 24 25 26

ブックトーク

オペラを聴こう 休館日

28 29 30 31

年末年始休館

おはなし会

おはなし会

公文書館所蔵写真展～いたばしと農業～

おはなし会

１３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 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） １月２０日（土）～２２日（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～
『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：１月６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２７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「こんなおしごとしってる？」
です。

公文書館に所蔵されている写真パネルをお借りして、いたばしの懐かしい写真を展示します。

在りし日のいたばしの風景をご堪能ください。

期 間：１月５日（金）～１１日（木） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

世界のグリム絵本展

ボローニャ子ども絵本館所蔵の世界のクリスマス絵本を展示します。

期 間：１２月１日（金）～２５日（月） 場 所：児童室前ディスプレイ架

子どもから大人まで楽しめるお馴染みの曲を、クラリネットの生演奏でお届けします。

日 時：１月１４日（日） 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：いたばし with kids 吹奏楽団

演奏曲目（予定）：・クラリネットこわしちゃった ・花は咲く ・アンパンマンマーチ

似顔絵展（３／４まで）

思わずオペラが観たくなる！音楽の聴き方、お教えします。クラシック音楽が苦手な方も

ぜひご来場ください。

日 時：１月２８日（日） １４：３０～１６：００（１０分前より開場いたします）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 定 員：２０名 対 象：小学生以上

講 師：松村 哲哉 氏

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。


