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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。

横山だいすけ　他 ＤＹオ 3000050001494

チャレンジ！みんなでスポーツしよう 思わず体を動かしたくなっちゃう絵本を集めました。

マイ・ジャズ・ピアノ～バイ・リクエスト ビージー・アデール ＤＭア 3000050001425

１日～３０日
【調べてみよう！】
食べ物のこと

だれが、どこで、どのように？つくってみる？

みんなでおどろう♪お城のパーティー

昨年度受入れたＣＤから 昨年仲間入りしたおすすめＣＤを展示します。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

シンフォニック・バーキン＆ゲンズブール ジェーン・バーキン ＤＪハ 3000050001503

１日～３０日

文豪妖怪名作選 東　雅夫 東京創元社 B918 1000050061282

１日～３０日

真実 真実はページの中にある！

乱歩と正史 内田　隆三 講談社 910エ 1000050053509

馬場のぼる　ねこと漫画と故郷と 馬場　のぼる こぐま社 726 1000050057376

２４日（日）～２９日（金）

これから 未来のこと、将来のこと、この先のこと。

交通事故の損害賠償と解決 薄金　孝太郎 新星出版社 681 1000050053438

１７日（日）～２２日（金） ０（ゼロ） ゼロから新しいことを始めてみませんか？

いちばんやさしいスパイスの教科書 水野　仁輔 パイインターナショナル 596 1000050053261

１０日（日）～１５日（金）

博物館の役割 本をひらくとそこはもう、ありとあらゆる博物館。

怖くて眠れなくなる植物学 稲垣　栄洋 ＰＨＰエディターズ・グループ 470 1000050054065

３日（日）～８日（金） 建物の好み
歴史的・モダン・シンプル・機能的、建物にもいろいろ
あります。

バックパッカーズ読本　最新改訂版 旅行情報研究会 双葉社 290 1000050053400

８月２７日（日）～９月１日（金）

９月のテーマ展示書名 タイトルコード

世にも美しい教養講義超図解宗教ー ディスカヴァー・トゥエンティワ マチュー・グランプレ 160 1000050055758

２０１７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

夏休み中はお子さんたちや学生さんたちの姿が目立った蓮根図書館ですが、宿題や課題のお役に
立てましたでしょうか？

ようやく暑さも落ち着き、秋へ向かいつつある９月。防災展や源氏物語など、蓮根図書館恒例事業が
目白押しです。ぜひみなさまのご来館をお待ちしております！

【東洋大学附属図書館（白山図書館）の図書を閲覧できます。】

東洋大学との地域連携の一環として、下記の期間、東洋大学附属図書館（文京区白山）の

学術書などを館内閲覧できます。

期 間：８月７日（月）～９月２１日（木）の大学図書館開館日

対 象：区内在住の18歳以上の社会人で、板橋区立図書館に利用登録している方

その他詳しくは、蓮根図書館までお問い合わせください。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 おはなし会 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

29 30 31 （２８日）

とびだせ図書館

休館日

おはなし会 源氏物語

親子で楽しむ
ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

23

かるがもタイム

17 18 19 20 21 22

おはなし会 二次利用

13 14 15 16

かるがもタイム 　　トムとジェリーは今日もドタバタ大騒ぎ！
おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

10 11 12

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
3 4 5 6 7 8 9

　　『トムとジェリー　④』（５２分）

　  『花の百名山　苗場山・火打山・大日連峰・五色ヶ原・黒部五郎岳』　（５５分）

　　広大な山々に咲き乱れる四季折々の花たち。日本の美しい風景をお楽しみください。

1 2

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

おはなし会

９日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１０月の蓮根図書館

《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 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） ９月１６日（土）～１８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》

～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：９月２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：９月２３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
「ふしぎなせかいへごあんない」です。

いたばしボローニャ絵本館所蔵の絵本と、貸出もできる図書館所蔵の絵本を展示します。

世界各国のさまざまな食べ物が出てくる絵本をお楽しみください。

期 間：９月２０日（水）～３０日（土）

場 所：蓮根図書館視聴覚室

蓮根図書館防災展

いつどこで、どのような形で遭うかわからないのが災害。志村消防署からお借りした

防災グッズや関連資料の展示を行います。備えあれば憂いなし！です。

期 間 ：８月２８日（月）～９月４日（月） 場 所 ：蓮根図書館視聴覚室

年齢別おすすめ絵本館展

ボローニャ子ども絵本館資料展「食べ物の絵本」展

図書館員が選ぶ１００冊

山下智子さんが、『現代京ことば訳 源氏物語』絵合の巻を朗読します。

非日常の空間をぜひご堪能ください。

日 時：９月２８日（木） １４：３０～１６：００

場 所：蓮根集会所（蓮根図書館隣り）

申込み：詳細は蓮根図書館までお問い合わせください。

スタンプラリー


