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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。

2月のテーマ展示書名 タイトルコード

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上　彰 東洋経済新報社 002 1000040657480

つながる
あれもこれも？！
つながりを見つけると嬉しくなります。

帯の伊勢丹　模様の伊勢丹　－ファッ
ションの伊勢丹創業者・初代小菅丹治ー 飛田　健彦 国書刊行会 289コ 1000050000206

5日（日）～10日（金） 365日 毎日コツコツ積み重ね

四国へんろの歴史ー四国辺路から四
国遍路へー

武田　和昭 美巧社 186 1000040657166

1月29日（日）～2月3日（金）

おいしい 「おいしい」本を味わってみませんか？
おとなの健康Voｌ．１　筋力UPで
健康寿命は必ずのばせる

オレンジページ 498.3 1000040646035

19日（日）～24日（金） 展望 さまざまな“展望”を集めます。

トランプ大統領で「戦後」は終わる 田原　総一朗 KADOKAWA 319.1 1000050001251

12日（日）～17日（金）

昭和歌謡替え歌７７選 木村　聡 えにし書房 911.6 1000050001635

使えるきのこレシピ　－旨み、食感、
色、香り。持ち味を活かす和・洋・中１
０４品

野永　喜三夫 柴田書店 596 1000050000241

翻訳家の蔵書 大瀧　啓裕 東京創元社 914.6オオ 1000040658673

１日～２７日 昨年度受入れたCDの中から 昨年度受入れたＣＤの中からセレクトしました。

フエウタイ 佐藤　和哉 DHサ 3000040013435

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ゆきの降りそうなさむーい日には、暖かい室
内で昔話でもいかがですか？

新潮ＣＤ　深沢七郎作：楢山節考 朗読：小沢　昭一 DXナ 3000040002881

こころのフォーク＆ポップス
～君と歩いた青春～

南こうせつとかぐや姫　他 DPコ 3000040013051 １日～２７日 むかしむかしのおはなし

２０１７年
２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

年明けからあっという間に１か月が経ち、暦の上では２月４日が立春ですが

まだまだ寒い日が続きます。寒い日は自宅で貸出図書をのんびり満喫するもよし、

図書館事業に参加するもよし！蓮根図書館をおおいにご活用ください。

図書館の資料は公共の財産です。

●資料を汚損、破損、紛失した場合は、お近くの図書館にご連絡ください。

状態によっては同一資料を弁償していただきます。

●なお、図書館で修繕可能な場合があります。

ご自身で修理せずにそのままの状態でお待ちください。

図書館からのおねがい



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

おはなし会 二次利用

19 20 21 22 23 24 25

かるがも
二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 はすねサロン 赤ちゃん ワクワク

26 27 28 29 30 31

楽話発表会 おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『歴史の道　―九州・沖縄－　』（５６分）

　街道を辿って、歴史を感じてみませんか？九州・沖縄をめぐります。
おはなし会 りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・

1 2 3 4

11
　　『まんが世界昔ばなし　２１、２２　』（４４分）

かるがもタイム 　美女と野獣や霜の巨人といった、世界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

12

5 6 7 8 9 10

おはなし会 二次利用

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

折り紙講習会

24 25

かるがもタイム

二次利用 休館日 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

26 27 28

休館日

おはなし会

１１日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

３月の蓮根図書館

《２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） ２月１８日（土）～２１（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。）

《２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。

彩波会作品展

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：10日（金）・24（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：２月４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：2月25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「スマイル」です。

昨年ご好評いただいた企画の第２弾！

板橋区在住の巽さん（日本折り紙協会講師）、酒井さん、仁戸田さんに、

今年の干支「とり」を教えていただきます。

日 時：２月１２日（日）１４：００～１６：００
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。

板橋区美術家連盟会員の滝波明生氏の主催する、彩波会の皆さんの作品展を開催します。

１年間の力作をぜひご覧ください。

日 時：２月３日（金）～７日（火）

場 所：蓮根図書館視聴覚室

バリアフリー展

絵本館資料展

昨年の作品展の様子です。


