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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

.

9月のテーマ展示書名 タイトルコード

カンタン英語で浄土真宗入門 大來　尚順 法蔵館 188.7 1000050146484

老人力～明日へ 高齢者のパワーが明日を作る？
「あ～めんどくさい！」と思った時
に読むママ友の距離感

西東　桂子 青春出版社 361.4 1000050149983

9日（日）～14日（金） ワン！ニャン！ 犬派？猫派？どっちも派！

新宿・渋谷・原宿　盛り場の歴
史散歩地図

赤岩　州五 草思社 213 1000050148619

9月2日（日）～9月7日（金）

コミュニティー 皆さんはどんなコミュニティーを持っていますか？
築地市場
－クロニクル完全版１６０３－２０１８
－

福地　享子 朝日新聞出版社 675 1000050148871

23日（日）～28日（金） 夜と闇 暗闇から見えてくるものは何でしょうか…

５０歳からの病気にならない食べ
方・生き方

石原　結實 海竜社 498.3 1000050150551

16日（日）～21日（金）

にょにょにょっ記 穂村　弘 文藝春秋 Ｂ914.6 1000050146426

甲辞園 ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 783.7 1000050150729

リラクゼーション 猛暑の疲れを音楽で癒しませんか？
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

英米文学つれづれ草
－もしくは、「あらかると」－

岡本　正明 朝日出版社 930 1000050150498

１日～３０日

食欲の秋！おいしい秋をいただきまーす！

決定版　高倉健　２０１８ 高倉　健 ＤＰタ 3000050003057

１日～３０日
調べてみよう！

海には人間の想像を超えた不思議がたくさん！
五代目柳家小さん　ＮＨＫ落語
選集

アルス・スブティリオール
１４世紀の音楽家たちのように

アンサンブル・サントネー ＤＦア 3000050002895

１日～３０日

柳家　小さん ＤＶヤ 3000040005115
海

いただきまーす！
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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

まだまだ残暑厳しい９月ですが、蓮根図書館では秋を楽しむ催しが盛りだくさんです。

お馴染みとなっているけやきカメラクラブの写真展にピアノの歴史をたどる講演会と、

一足早く芸術の秋をご堪能ください。

「楽器の王者」ともいわれるピアノ。

ピアノの名曲に耳を傾けながら、楽器の変遷を追っていきます。

日 時 : ９月３０日（日）１４：３０～１６：００（１４：１５開場）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 講 師：松村 哲哉 氏

申 込：９月８日（土）朝９時よりカウンターまたは電話にて受付開始



ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

休館日 おはなし会 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会 はすねサロン 二次利用

21 22 23 24 25 26 27

絵本講座 かるがも

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

28 29 30 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　 『花の百名山１４』　（５５分）

花の図鑑としても、登山ガイドとしても楽しめる作品。
りんりんお話会

　  １４時からは・・・

1

9 10 11 12 13 14 15

8
　　『世界名作アニメ５　～トム・ソーヤの冒険～』（52分）夏のクイズラリー

けやきカメラクラブ・蓮根サークル作品展
トム・ソーヤと一緒に、冒険へ出発しよう！

おはなし会 名画劇場

2 3 4 5 6 7

夏のクイズラリー
けやきカメラクラブ・蓮根サークル作品展

おはなし会
かるがもタイム

二次利用赤ちゃんおはなし会

22
防災展

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会

16 17 18 19 20 21

ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

かるがもタイム
赤ちゃんおはなし会

30

防災展

おはなし会

講座

地震、雷、火事…日常生活で忘れがちな防災意識を再確認しませんか？

「備えあれば憂いなし」。ぜひご来場ください。

日 時：９月20日（木）～ ９月26日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

おはなし会

８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１5日（土）～17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》

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：14日（金）・28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1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：９月２2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「本をひらいて ふしぎなせか
い」です。

この夏！蓮根図書館に、これまでのスタンプラリーをパワーアップさせた、

あたらしいクイズラリーが登場！ぜひご参加ください！

期 間：８月１８日（土）～９月１７日（月）
※台紙はカウンターで配布しています。くわしいルールはスタートのときにお話しします。

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で楽しむブックトーク』

けやきカメラクラブ・蓮根サークルの方々が撮影した作品を展示します。

芸術の秋にぴったりな作品をぜひお楽しみください。

期 間 :９月１日（土）～１２日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

図書館員の選ぶ１００冊

絵本館展

けやきカメラクラブ・蓮根サークル

作品展


