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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。

１2月のテーマ展示書名 タイトルコード

人工知能と経済の未来 井上　智洋 文藝春秋 007 1000040615582

ここからはじまる 意外と知らない○○の起源や始まり。
中世の古文書入門　（視点で変わるオ
モシロさ！）ー読めなくても大丈夫！－

小島　道裕 河出書房新書 210.4 1000040640905

４日（日）～９日（金） 色いろこれくしょん 本棚にいろんな色を集めてみました。

世界天才紀行ーソクラテスから
スティーブ・ジョブズまでー

エリック・ワイナー 早川書房 141 1000040640775

１１月２７日（日）～１２月２日（金）

“裏”を読む どんなものにも“裏”があります。
すこやかヨガー子どもから大人まで
気軽にできる！－

いとう　あつこ 日貿出版社 498.3 1000040638931

１８日（日）～２３日（金） 奇跡が起きたら… さまざまな奇跡を見届けてください。

経理部は見ている。（日経プレミア
シリーズ）

楠木　新 日本経済新聞出版社 336.9 1000040629804

１１日（日）～１６日（金）

音楽で楽しむ名画 加藤　浩子 平凡社 S723 1000040648005

フライパンひとつで魚料理ーかんた
んおいしい魚介のレシピ８０－

是友　麻希 池田書房 596 1000040638888

我ら荒野の七重奏（セプテット） 加納　朋子 集英社 913.6 1000040644531

１日～２８日 クリスマス クリスマス気分を盛り上げる冬の名曲大集合！
サンディ・ナイト・アットザ・ヴァ
ンガード

フレッド・ハーシュ・トリオ DMフ 3000040013212

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

もうすぐ待ちに待ったクリスマス！

声ものがたり　ピノッキオの冒険 加藤　貴子（朗読） DXコ 3000040013206

醒めない スピッツ DPス 3000040013021 １日～２8日 メリークリスマス
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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

いよいよ今年も残すところあと一ヶ月となりました。

なにかと忙しい年末ですが、図書館ではみなさんの役に立つ図書を揃えています。

新しい年を迎える準備にぜひ図書館をご活用ください！

昨年ご好評いただいた企画の第２弾！
松村哲哉氏を講師にお迎えし、実際に音楽を聴きながらクラシック音楽の楽しみ方について

お話しいただきます。
昨年参加された方も、初めての方も大歓迎！ぜひご来場ください。

日 時：１月２９日（日）１４：３０～１６：００

場 所：蓮根図書館視聴覚室

申込み：１２月２２日（木）よりカウンターまたは☎にて申込み開始



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

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

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

29 30

講演会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『ポストマン』（１１１分）

　　“手紙”が運ぶ人と人の温かい交流を描いた心温まる感動作。

1 2 3

りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・
4 5 6 7 8 9 10

マスキング
テープアート

講習会

　　『世界の絵本箱１８　じてんしゃにのるひとまねこざる他／トムとジェリー①』（２８／１５分）
かるがもタイム 　　　絵本の魅力をそのままスクリーンでお楽しみください、

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

11 12

おはなし会 二次利用

13 14 15 16 17

24

かるがもタイム
オーケストラを聴
こう！申込み開始二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

18 19 20 21 22 23

クリスマス会 おはなし会 年末年始休館

赤ちゃんおはなし会
いっしょにワクワク

おはなし会

25 26 27 28 29 30 31

年末年始休館

おはなし会

１０日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１月の蓮根図書館

《１２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

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） １２月１７日（土）～２０（火）

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。）

《１2月の行事》

～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』

ウチドク

マスキングテープを使って、手軽に飾ることの出来る立ち雛をつくります。

講 師：森本 千賀子 氏
日 時：１２月１１日（日）午後２時～３時半（１５分前より開場します）
場 所：視聴覚室
申込み：カウンターまたは電話にてお問い合わせください。

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。

マスキングテープアート

板橋区公文書館展

絵本館資料・クリスマス絵本展

クリスマスの絵本をスクリーンに映して楽しみます。
サンタさんも登場するかも？！

日 時：１２月２５日（日）午後３時～
場 所：視聴覚室

ボローニャ絵本館所蔵の世界のクリスマス絵本を展示します。

日 時：１２月１日（木）～２５日（日）
場 所：児童コーナー前ディスプレイ架

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：９日（金）・２３（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：１２月３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：１２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ています。
今回のテーマは「らいねんのえと・とり」


