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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

.

2月のテーマ展示書名 タイトルコード

なぜ？がわかるデータベース
～リレーショナルDBの構造と動き
を徹底理解～

小笠原　種高 翔泳社 007 1000050183768

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。

酔っぱらいの歴史 マーク・フォーサイズ 青土社 383.8 1000050188563

3日（日）～8日（金） アイドル アイドルの語源をご存知ですか？
実は奥深いアイドルの世界へご案内します。

ある若き死刑囚の生涯
（ちくまプリマー新書　317）

加賀　乙彦 筑摩書房 Y28／ス 1000050192282

1月27日（日）～2月1日（金）

ごほうび もうすぐバレンタインデーですね。
自分にもごほうびをあげましょう。

県民バズごはん リュウジ 飛鳥新社 596 1000050188588

17日（日）～22日（金） 肖像～ポートレート～ 実在の、あるいは架空の、さまざまな人の生き方を、
肖像画を観るように読んでみませんか。

数学大百科事典―仕事で使う公
式・定理・ルール127―

蔵本　貴文 翔泳社 410 1000050188081

10日（日）～15日（金）

江戸・幕末・明治おもちゃ絵・
遊び絵の世界

河出書房新社 721 1000050188818

運転をあきらめないシニアの本音と
新・対策―運転時認知障害のチェック
リストを読み解く―

岩越　和紀 JAFメディア
ワークス

681 1000050187095

フェルメール～絵の中の音楽 ソフィオ・アルモニコ　他 DGフ 3000050003610

1日～27日

昨年度受け入れたCDから 昨年度受け入れたCDからおすすめのタイトルを紹介しま
す。タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

近松秋江伝―情痴と報国の人― 小谷野　敦 中央公論新社 910／チ 1000050185850

1日～27日

冬が来る前に
～なつかしい未来～

紙ふうせん DPカ 3000050003746

1日～27日

世界の国歌　ベスト DTセ 3000050003607

本をひらいてせかいいっしゅう 本をひらいて、世界を旅しよう！

仕事 街にはいろんな仕事があります。
君のやってみたい仕事はあるかな？

２０１9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

寒い日が続き、風邪やインフルエンザ予防が重要な時期になってまいりました。

2月は、はすねサロン・折り紙講習会など聴いて楽しい、作って楽しい催しを企画しています。

尺八・ホルンの生演奏や手作りの小物入れなど、心が温まる催しです。ぜひ、ご参加ください。

国際児童図書評議会（IBBY）のプロジェクトで、世界中から集めた障がいのある子どもた

ちのための図書を展示します。日本では出版されていない絵本もたくさんあります。

本当のバリアフリーとは何か、見て、触れて感じてください。

日時：3月23日（土）～3月30日（土） 場所：蓮根図書館視聴覚室

世界のバリアフリー絵本展

はすねサロン
お馴染みの曲をホルンの生演奏でお届けします。

演奏：いたばしwith kids 吹奏楽団

日時：2月23日（土）10：30～11：00

場所：蓮根図書館視聴覚室

はすねサロン
尺八の演奏と尺八や音楽にまつわるお話を伺います。

演奏：細矢 富栄氏

日時：2月14日（木）11：00～11：30

場所：蓮根図書館視聴覚室



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

おはなし会 二次利用

17 18 19 20 21 22 23

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

24 25 26 27 28 29 30

講談会 おはなし会

31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『日本の百名山16』（55分）彩波会作品展

櫛形山・北岳・戸隠山・志賀高原・白馬岳の魅力を紹介します。りんりん
おはなし会

1 2

　  14時からは・・・
3 4 5 6 7 8 9

『世界名作アニメ2　あしながおじさん』（42分）

13 14 15 16

感動の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

10 11 12

折り紙講習会 おはなし会 はすねサロン 二次利用

17 18 19 20 21 22 23

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
かるがもタイム はすねサロン

赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

24 25 26 27 28
いたばしボローニャ子ども絵本館　花の絵本展

おはなし会 休館日

「花」をテーマに世界各国の絵本を展示します。ぜひ、お手に取ってご覧ください。

日時：2月21日（木）～2月27日（水）

場所：蓮根図書館視聴覚室

おはなし会

9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16日（土）～17日（日）

2月19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：8日（金）・22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2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：2月23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「きょうはとくべつな日！」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

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。

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

「花の絵本」展

折り紙講習会～小物入れを折ろう～

世界のバリアフリー絵本

彩波会作品展


