
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。

著者 出版社 請求記号

一般書

CD
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児童書

.

２月のテーマ展示書名 タイトルコード

獄中十八年 徳田　球一 講談社 289ト 1000050093551

アジアをよむ アジアの“今”が、世界につながっている！
最新医療費の仕組みと基本が
よーくわかる本

伊藤　哲雄 秀和システム 498.1 1000050095272

４日（日）～９日（金） 愛に恋
寒い季節こそ、思わず胸が熱くなるストーリーをお楽しみ
ください。

貧困の戦後史 岩田　正美 筑摩書房 368 1000050093753

1月28日（日）～２月２日（金）

怖い本 暖かいおうちの中で、背筋も凍る・・・

はかどるごはん支度 高木　ゑみ 幻冬舎 596 1000050095858

１８日（日）～２３日（金） 時代を彩る 人・物・できごと・・あなたがあの頃を思い出すものはな
んですか?

カセットテープコンプリート
ブック

ネコ・パブリッシング 547 1000050095654

１１日（日）～１６日（金）

コバルト文庫４０年カタログ 烏兎沼　佳代 集英社 910 1000050094108

それ、なんで流行ってるの？ 原田　曜平 ディスカヴァー・トゥエンティワン 675 1000050096094

ヴァレンタイン・謝肉祭・節分 ２月の行事を彩る音楽を集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

圧力とダイヤモンド ビルヒリオ・ピニェーラ 水声社 963 1000050096726

１日～２７日

あんなおしごとこんなおしごと・・絵本でおしごと体験しちゃおう。

真っ白なものは汚したくなる 欅坂４６ DPケ 3000050002163

１日～２７日
調べてみよう！

からだの中はふしぎがいっぱい。

林芙美子作：『白鷺』

悪魔のソナタ　～タルティーニ作品集～ アンドルー・マンゼ DDタ 3000050002178

１日～２７日

相本　由美子（朗読） DXシ 3000050002085
身体（からだ）のこと

いろんなおしごと、知ってる？
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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

みなさまから長きに渡りご要望いただいておりました洋式トイレですが、年末でようやく全ての工事が終了し、

男性・女性・子ども用と、すべてのトイレに洋式が設置されご利用いただけるようになりました。

ますます寒さの厳しい季節ですが、おでかけついでにぜひ蓮根図書館にお立ちよりください。

ラジオや各地講談会で活躍されている講談師・神田織音さんをお招きして、

蓮根図書館初めての講談会を開催します！ぜひ生の講談をお楽しみください。

日 時：３月２５日（日） １４：３０～１６：００（１５分前に開場いたします）

場 所：蓮根集会所 講談師：神田 織音 氏

申込み：２月２３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

おはなし会 二次利用

18 19 20 21 22 23 24

楽話発表会 かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

25 26 27 28 29 30 31

講談会 ポプラディア おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『花の百名山　１２　』　（５５分）

　櫛形山、北岳、戸隠山、志賀高原、白馬岳の美しい季節の花々と風景をお楽しみください。
りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
4 5 6 7 8

1 2 3

9 10
　　『裸の王様　～世界名作アニメーション４～』　（５０分）

世界のグリム絵本展 　あるところに、あたらしい洋服が大好きな王さまがいて・・・
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

23

17

折り紙講習会 おはなし会 二次利用

11 12 13 14 15 16

24

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

かるがもタイム ブックトーク

18 19 20 21 22

25 26 27 28

作家の似顔絵展（３月４日まで）

休館日

おはなし会

１０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 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） ２月１７日（土）～２０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。）

《２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：９日（金）・２３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：２月３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２４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「特別な日」です。

日本でも広く親しまれている、グリム童話の絵本を展示します。絵本館所蔵の、世界各国の

グリム童話を様々な絵本でお楽しみください。

期 間：２月１日（木）～７日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

雑誌『ぴあ』のイラストレーターであった高松啓二氏の、古今東西・有名作家の味のある

似顔絵たちをお楽しみください。イラストの作家の代表作も併せて展示しています。

期 間：２月２５日（日）～３月４日（日） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

作家の似顔絵展

彩波会 絵画展

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：カウンターもしくは電話にてお問い合わせください。


