
ｚ

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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１月のテーマ展示書名 タイトルコード

AI時代の憲法論
―人工知能に人権はあるか―

木村　草太 毎日新聞出版 007 1000050178508

冬将軍がやって来た 年が明けてもまだまだ寒い！
冬将軍に負けないために、寒さ対策はしっかりと。遊郭へ

―女子ひとりで街歩き―
花房　ゆい 柏書房 384 1000050180483

13日（日）～18日（金） はじまる。 新しい1年が始まります。
何かに挑戦したくなる季節です。

本願寺はなぜ東西に分裂したのか 武田　鏡村 扶桑社 188.7 1000050175237

6日（日）～11日（金）

人工知能 人工知能（ＡＩ）についてもっと詳しくなりましょう。
知らずに食べていませんか？
ネオニコチノイド　増補改訂版

水野　玲子 高文研 519 1000050180847

27日（日）～2月1日（金） 鬼 鬼は怖いイメージがありますが、意外といい方達なのか
もしれません。

研究者のコピペと捏造 時実　象一 樹村房 407 1000050178126

20日（日）～25日（金）

照明家（あかりや）人生
―劇団四季から世界へ―

吉井　澄雄 早川書房 771 1000050176435

トラブルに備える飲食店の危機管理
〈対策マニュアルBOOK〉

神村　護 旭屋出版 673.9 1000050180532

宇宙の救世主
～ルネサンス期のクリスマス音楽

ブラッチリー指揮／ポメリウム DFウ 3000050003365

5日～30日

おめでとうございます。 新年を祝う素敵な音楽を集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

古代エジプト語基礎単語集　新装版
―初めてのヒエログリフ―

西村　洋子 平凡社 894 1000050180513

5日～30日

コーヒー・ブレイク・ジャズ
～アニヴァーサリー・ブレンド

グレゴリー・ポッター　他 DMコ 3000050003197

5日～30日

ラヂオ体操の全（すべて） DUラ 3009830095121

おおきくなったらなにになる？
おおきくなったらなにになりたい？
いろんなお仕事を見てみよう！

昔のこと 昔のことってどれくらい知ってるかな？
たくさん調べて、おうちの人に聞いてみよう！
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〒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。2019年がスタートしました。

寒さ本番となりましたが、蓮根図書館では冬におすすめの図書をご利用いただけます。

温かいお鍋のレシピやウィンタースポーツなど、家でも外でも冬を楽しむアイデアがたくさんあります。

また、今月は様々な展示を企画しています。ぜひお越しください。

中井和子著『現代京ことば訳源氏物語』を、俳優・山下智子氏に朗読していただきます。

日時：1月28日（月）14：30～16：00

場所：蓮根集会所（蓮根図書館となり） 定員：50名（中学生以上）

受付：12月21日（金）9：00より図書館カウンターまたはお電話で。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

京ことばで聴く 「源氏物語」 ～松風の巻～

折り紙講習会～小物入れを折ろう～
工夫を凝らした折り方で、小物入れを作ってみましょう！

講師：巽 照美氏・酒井 つや子氏・仁戸田 カヲル氏

日時：2月10日（日）14：00～16：00 場所：蓮根図書館視聴覚室 定員：18名

受付：1月13日（日）9：00より図書館カウンターまたはお電話で。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。



日 月 火 水 木 金 土
1 2

りんりん

3 4 5 6 7 8 9

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

講習会 おはなし会 二次利用

17 18 19 20 21 22 23

かるがも ブックトーク

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん はすねサロン

24 25 26 27 28

おはなし会 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7集～砂漠の民』（50分）

魅力あふれるシルクロードから、ウイグルのお話をお届けします。
休館日 休館日 休館日 休館日 りんりん

おはなし会

1 2 3 4 5

　  14時からは・・・
6 7 8 9 10 11 12

『世界名作アニメ8　～ロミオとジュリエット・少女コゼット～』（44分）公文書館資料展

素敵なお話をみんなで楽しみましょう！
おはなし会

かるがもタイム
名画劇場赤ちゃんおはなし会

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会 二次利用

26

二次利用 休館日
はすねサロン

おはなし会
かるがもタイム

二次利用

20 21 22 23 24 25

赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

27 28 29 30 31
彩波会作品展

朗読会 おはなし会 休館日
板橋区内を走る都営三田線が昭和43年（1968）12月27日に開業してから、

50周年を迎えました。

都営地下鉄三田線の歴史を公文書館所蔵のパネルで紹介します。

日時：1月5日（土）～1月16日（水） 場所：蓮根図書館視聴覚室

おはなし会

12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19日（土）～20日（日）

1月22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。）

《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：11日（金）・25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5日（土）１１：００～
場所：児童コーナー

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26日（土）15：00～
場所：児童コーナー

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「本をひらいてせかいいっしゅ
う」です。

板橋区在住の画家、滝波明生氏の主宰する彩波（いろは）会の作品展です。

美しい絵画を堪能できます。ぜひ、ご覧ください。

期間：1月29日（火）～2月3日（日）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

『88人が紡いだ昭和・平成の食風景 私の思い出。あの日あの味』より

選りすぐりの作品を朗読します。

日 時：１月２2日（火）11：00～11：30

場 所：蓮根図書館視聴覚室 （当日直接会場までお越しください）

朗 読：板橋区おはなしボランティア“duo”

板橋区公文書館所蔵資料展

都営地下鉄三田線開通50周年記念 都電から地下鉄へ

はすねサロン おとなのための朗読会

彩波会作品展

https://4.bp.blogspot.com/-kzz84G6RlBM/WlGpwxDtNTI/AAAAAAABJp4/yN0ASzHFSaUjEKmiq76ARXmelxYHl2iTwCLcBGAs/s800/train_character7_blue.png

