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７月のテーマ展示

時代劇・時代小説とその背景 時代小説の魅力をご賞見あれ！

3日（日）～８日（金） 自分で、作る。
ハンドメイドで世界でひとつだけのオンリー
ワンを作りませんか？

６月２６日（日）～７月１日（金）

ネコあつめ 空前のねこブーム、ついに到来！

１７日（日）～２２日（金） 本でお店めぐり
流行の店から創業○○年の老舗まで、本の世
界でお買い物にでかけませんか？

１０日（日）～１５日（金）

こころの本棚 あなたのこころにうるおいの一冊を。２４日（日）～２９日（金）

図書館員のお薦めＣＤ
様々なジャンルの、個性豊かなラインナップ
をお楽しみください。

１日～３１日

今年の夏はなんでもやってみよう！１日～３１日 チャレンジ！

２０１６年

７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

・ ・ ・
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《毎月の行事》

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。

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：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：７月２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：７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ます。

今月のテーマは「空もよう」です。

おはなし会

《７月の蓮根図書館》

おはなし会 赤ちゃんおはなし会

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』

夏休み一日図書館員

ウチドク



]

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

りんりん
調べる

休館日 おはなし会 学習会
7 8 9 10 11 12 13

かるがも
工作会 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 二次利用
21 22 23 24 25 26 27

かるがも
二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

28 29 30 31

休館日

　  １０時からは・・・

　  『花の百名山　５』（５５分）

　  神室山・朝日連峰など、季節折々の花で染まった美しい山々の風景をお楽しみください。 

　  １４時からは・・・

　  『世界の絵本箱　１６・１７　』（５２分）

　  「あつがりカバ」や「かもさんおとおり」など世界の名作絵本を大きなスクリーンでお楽しみください。

９日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

８月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） ７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。）

《７月の行事》

なつやすみ 1日としょかんいん大ぼしゅう！

夏休み恒例！年に１度の１日図書館員を募集します。

この機会に、図書館の仕事を体験してみませんか？

日時 ：７月２１日（木）、または２２日（金）のどちらか１日

時間 ：８：３０～１１：３０

対象 ：小学校４年生～６年生 定員：各回４名

申込み：７月１日（金）より、蓮根図書館カウンターまたは電話にて受付します。

短冊へ願いごとを書いたり、七夕にちなんだおはなしの読み聞かせをおこないます。

みんなで七夕を楽しみましょう。

日 時：７月２日（土）１５：００～ 場 所：視聴覚室

申込み：当日直接会場までおこしください。

※児童コーナーには７月１日より短冊が置いてあります。

願いごとを書いてカウンターまでお持ちください。

防災展 （９月４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。

いよいよ７月後半からはこどもたちの待ちに待った夏休みが始まります。
それに合わせ、蓮根図書館でもこども向けの行事をたくさん企画しています。
ぜひ、宿題につかう図書の貸し出しはお早めに！

書名 タイトルコード

ご当地発のリトルプレス PIE　BOOKS パイインターナショナル 070 1000040598395

福田利之といくフィンランド 福田　利之 玄光社 293 1000040597590

「武士」の仕事　役職・作法か
ら暮らしまで

歴史REAL編集部 洋泉社 210.5 1000040599671

世界の不思議な音　奇妙な音の
謎を科学で解き明かす

トレヴァー・コックス 白揚社 424 1000040601435

平成２８年熊本地震　特別報道
写真集

熊本日日新聞社 熊本日日新聞社 369.3 1000040601840

ショパン・コンクールを聴く 舩倉　武一 アルファベータブック 763 1000040599550

大人のヘアスタイルＢＯＯＫ 主婦と生活社 595 1000040602266

タイトル 歌手名 タイトルコード

ドン・キホーテの消息 樺山　三英 幻戯書房 913.6 1000040599544

水森かおり20周年記念～オリ
ジナルベストセレクション～

水森　かおり ＤＰミ 3000040012678

ストラヴィンスキー：兵士の物
語（全曲）

石丸　幹二（語り） ＤＢス 3000040012654

NHK「おかあさんといっしょ」ポ
コポッテイト　うたいっぱい！

ＤＹオ 3000040012643

日時：９月１日（木） １４：３０～１６：００（１４：１５開場）

場所：蓮根集会所 定員：５０名

申込み：７月２５日（月）朝９時より蓮根図書館カウンターもしくは電話にて（先着順）

山下智子さんが、『現代京ことば訳 源氏物語』蓬生の巻を朗読します。

非日常の空間をぜひご堪能ください。

よ も ぎ う


