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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

児童書
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。

７月のテーマ展示書名 タイトルコード

検索禁止 長江　俊和 新潮社 049 1000050031064

梅雨を楽しく
じめじめしてなんとなく憂鬱な毎日を快適にしません
か？

首都圏からの日帰り温泉 昭文社 T291.3 1000050037807

９日（日）～１４日（金） 叶う・叶える・実現する 夢をかなえるための必読書を集めました。

寄る辺なき自我の時代 妙木　浩之 現代書館 146 1000050038546

２日（日）～７日（金）

手に入れる どうしても手に入れたいものはなんですか？

身近な昆虫さんぽ手帖 森上　信夫 世界文化社 486 1000050042093

23日（日）～２８日（金） 発進！YA部 季節ごとに発行している〝発進！YA部″のご紹介です。

カイシャの３バカ 榎本　博明 朝日新聞出版 S336.4 1000050045125

１６日（日）～21日（金）

旅に出たナツメヤシ 長坂　道子 KADOKAWA 596 1000050033624

１日～３０日 ブラスバンド特集 ブラスバンドの軽快な音で夏を乗り切ろう！

めぐみ園の夏 高杉　良 新潮社 913.6 1000050039249

絵とき印象派　－美術展が１０倍
楽しくなる名画鑑賞ガイドー

池上　英洋 エムディエヌコーポレーション 723 1000050039696

このなつはどんなぼうけんにでかける？
第６０回中部日本吹奏楽コンクール
課題曲参考演奏

竹内雅一／名古屋芸術大学ウィンドオーケストラ DＢタ 3000050001300

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード
１日～３０日 ぼうけんへ　いざしゅっぱーつ！

【調べてみよう！】海の生き物
毎月ひとつテーマを決めて、そのテーマに関する調べも
のの本を展示しています。美女と野獣　オリジナル・サウンド

トラック
DHヒ 3000050001299

７月１日～８月３０日 蓮根図書館の夏休みおすすめ本
背のパンダマークが目印です。夏休みにたくさん読んで
くださいね。

柳田國男　著：『遠野物語』 根本　泰彦 DXト 3000050001322

１日～３０日

２０１７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

まだまだ梅雨空が続きますが７月のスタートです。蓮根図書館では夏の蒸し暑さを快適に過ごすための

図書を取り揃えています。また７月後半はいよいよ夏休みもはじまります。図書館でも子ども向けの

事業や調べもののお手伝いなど準備万端です！ぜひこの夏も家族で蓮根図書館をご活用ください！

親子で楽しめるお馴染みの曲をヴァイオリンの生演奏でお届けします。

体を動かして楽しみましょう。

夏休みスペシャルですが、もちろん大人のみでのご来場も大歓迎です！

日 時：７月２６日（水） １０：３０～１１：００

場 所：蓮根図書館視聴覚室 演 奏：林田 薫さん



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

おはなし会 りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも

工作会 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会 二次利用

20 21 22 23 24 25 26

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 はすねサロン 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30 31

おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『花の百名山９　大室山・高松山・神山・幕山・ドンデン山』　（５５分）

　花に彩られた美しい山々の風景をご堪能ください。

1

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
2 3 4 5 6 7 8

　　『世界の童話１　ピーターパン、そんごくう、ももたろう』（４０分）

かるがもタイム

　世界各国のおはなしをアニメで上映します。
たなばた会 おはなし会 名画劇場

9 10 11

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 二次利用

12 13 14 15

2216 17 18 19 20 21

親子で楽しむ
ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

二次利用 二次利用 休館日 おはなし会

一日図書館員 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

はすねサロン かるがもタイム

30 31

休館日

おはなし会

８日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

８月の蓮根図書館

《７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） ７月１５日（土）～１７（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》

～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：１４日（金）・２８（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：７月１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：７月2２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
「つくってみよう！」です。

たなばたにちなんだ読み聞かせのほか、短冊へ願い事を書いたり、かんたんなたなばた飾りを

つくったりします。伝統行事であるたなばたをみんなで楽しみましょう。

日 時：７月２日（日）１５：００～

場 所：蓮根図書館視聴覚室 申込み：直接会場までお越しください。

ボローニャ絵本館 海の絵本館

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。図書館の仕事を体験してみませんか？

日 時 ：７月２４日（月）、または２５日（火）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（土）より、蓮根図書館カウンターまたは電話にて受付します。

板橋区では今年も「図書館をつかった調べる学習コンクール」を実施します。

図書館をつかって調べものをしてみませんか？図書館員がお手伝いします！

詳しくは広報いたばし（７月８日号）をご覧ください。

期 間 ：７月１５日（土）～７月３０日（日） 場 所 ：児童室前展示架

防災展（～９月４日）


