
ｚ

一般書

CD

児童書

９月のテーマ展示

８月２８日（日）～９月２日（金） おたがいさまでおかげさま
周りのひとに感謝したくなる、そんな本を集めて
みました。

４日（日）～９日（金） 街の魅力 街がかもし出す魅力を探して

１８日（日）～２３日（金） growing　up！～成長～ 成長するあなたを応援します！

11日（日）～１６日（金）

２５日（日）～２９日（木）

整えましょう
備えあれば憂いなし！
もしもに備えて気持ちから整えましょう。

図書館は謎に満ちている・・・

ありがとう

1日～２９日 月（ムーン）

謎

お月見のおともに・・・

優しい気持ちがあふれる絵本をあつめまし
た。

１日～２９日

２０１６年
９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



源氏物語
京ことばで聴く

世界の絵本館展（１０月５日まで）

蓮根図書館では、毎月さまざまな「おはなし会」を行っています。

おはなし会 休館日

いっしょにワクワク

おはなし会

25 26 27 28 29 30

24

かるがもタイム

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 赤ちゃんおはなしかい
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おはなし会 二次利用
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おはなし会 赤ちゃんおはなしかい 名画劇場
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りんりんおはなし会
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日 月 火 水 木 金 土

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をしています。

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方向けのおはなし
会。赤ちゃんと楽しむ歌などが中心です。

日時：９月３日（土）１１：００～
場所：視聴覚室
２．３．４歳の幼児向け。おはなしの他に手遊びな
どで楽しみます。

日時：９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ます。
今月のテーマは「いただきます！」です。

おはなし会

《９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

～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』

防災展（９月４日まで）

写真展（１０日～１５日）

ウチドク



日 月 火 水 木 金 土
1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 ワクワク

23 24 25 26 27 28 29

おはなし会 赤ちゃん 古文書講座

30 31

休館日

　  １４時からは・・・

　　『世界の絵本箱（４）すてきな三にんぐみ・（２）くまのコールテンくん　』（47分）

　  『深田久弥の日本百名山　４』（５５分）

　　　朝日岳・蔵王山・吾妻山など、雄々しくも美しい日本の山々をご堪能ください。

　　　絵本でお馴染みのみんなが大好きな作品の登場です。大きなスクリーンでお楽しみください。

　  １０時からは・・・

１０日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１０月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） ９月１７日（土）～１９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。）

《９月の行事》

さまざまな災害が頻繁に起こる近年、災害を身近に考えてみませんか。
いざというときに慌てないために、防災グッズや関連図書を通して
防災意識をたかめましょう。

期 間：８月２９日（月）～9月４日（日）
場 所：視聴覚室 （どなたでもご自由にご覧いただけます）

絵本館展（５日まで）

蓮根地区で活動されている〝けやきカメラクラブ 蓮根サークル”のみなさん
の写真を展示します。
いつもの身近な風景が違ったものに感じられる素敵な写真をお楽しみください。

期 間：９月１０日（土）～１５日（木）
場 所：視聴覚室 （どなたでもご自由にご覧いただけます）

図書館員の選ぶ１００冊（11月9日まで）



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

請求記号

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。

９月の蓮根図書館は【防災の秋】と【芸術の秋】真っ盛り。
すっかり恒例となっている“京ことばで聴く源氏物語”を皮切りに、
〝防災展”〝写真展”〝絵本展”と続きます。
まだまだ残暑厳しい毎日ですが、図書館で一足お先に秋をお楽しみください。

書名 タイトルコード

京都でひっそりスピリチュアル 桜井　識子 宝島社 147 1000040611392

ブラタモリ　１　長崎・金沢・鎌倉 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 291 1000040617853

秘密解除ロッキード事件
－田中角栄はなぜアメリカに嫌われたのかー

奥山　俊宏 岩波書店 312.1

ヒロシマを伝える
ー詩画人・四國五郎と原爆の表現者た
ちー

永田　浩三 WAVE出版 P369.3 1000040614000

宝石みたいなてまりとくらしの小物 寺島　綾子 日本文芸社 594 1000040609858

913.6 1000040615730

あそびのじかん
ーこどもの世界が広がる遊びとおとなの関わり方ー

しみず　みえ 英治出版 781 1000040615417

ようこそ、映画館へ ロバート・クーヴァー 作品社 933.ク 1000040616219

アンマーとぼくら

1000040617511

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

有川　浩 講談社

タンゴ・スタンダード　ベスト オマール・バレンテと彼の楽団　他 DIタ 3000040012862

おかあさんといっしょ
メモリアルバム　キミといっしょに

横山だいすけ　三谷たくみ DYオ 3000040012799

夏目漱石「夢十夜」 朗読：大西恵子、勝田のぞみ DXナ 3000040012536

世界のおひめさま絵本展
ボローニャ絵本館より借り受けたお姫様の登場する絵本を展示します。
ところ変わればお姫様もいろいろ。世界各国のお姫様をお楽しみください。

日時：９月２７日（火）～１０月５日（水）
場所：蓮根図書館視聴覚室（どなたでもご自由にご覧いただけます）


