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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
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CD
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しらべてみよう

～お仕事～

メリークリスマス！！ クリスマスといえば・・・な絵本が大集合！

お仕事ってなに？どんなことかな？

ラララ♪ミュージカル DHラ 3000050001758

１日～２８日

永遠の昭和歌謡名曲集 由紀　さおり　他 DPエ 3000050001941

１日～２８日
おかあさんといっしょ　音楽博士のうららかコンサート 花田　ゆういちろう　他 DYオ 3000050001785

クリスマス・大晦日 年末年始に聴きたい音楽を集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ 早川書房 B933 1000050078450

１日～２８日

一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田　桃紅 幻冬舎 914.6 1000050076854

フィルムカメラのはじめかた 上田　晃司 技術評論社 742 1000050078283

発進！YA部  『発進！YA部2018年冬号』の発行に合わせて既刊の紹
介図書をおさらいします。東京都電diary

－思い出ガタゴトー
東京都交通局 東京新聞 686 1000050078320

１７日（日）～22日（金） とっておき 今年最後を締めくくる“とっておき”です。

お母さんおやつ
ーいつもおいしい。ホッとする。－

トミタ　セツ子 主婦の友社 596 1000050076585

１０日（日）～１５日（金）

生きる！ 毎日を楽しく生きましょう。

食のとっても大切なお話 根本　悦子 文芸社 498.5 1000050081899

３日（日）～８日（金） 人権を考える
１２月4日～１０日の《人権週間》にちなんで“人権”に
ついて考える本をあつめました。

良いテロリストのための教科書 外山　恒一 青林堂 309 1000050068191
11月２６日（日）～12月１日（金）

１２月のテーマ展示書名 タイトルコード

おそろしいビッグデータ 山本　龍彦 朝日新聞出版 S007 1000050085293

２０１７年
１２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

いよいよ年の瀬１２月です。

自宅でも出先でもせわしない年末ですが、気持ちよく新年を迎えるためにぜひ蓮根図書館の図書を

ご活用ください。片づけ・掃除の本から、年賀状のヒント、パーティー料理の本やお休みの快適な

過ごし方までぜひどうぞ！

板橋区立図書館は１２月２９日～１月４日の間、全館で休館いたします。

○図書の返却はブックポストをご利用ください。（AV資料や他自治体から借り受けている資料等は、

１月５日以降に窓口にてご返却をお願いいたします。）

※舟渡ブックポストは１２月２９日～１月４日の間はご利用できませんのでご注意ください。

クラシック音楽が何倍も楽しくなる聴き方、お教えします！

日 時：１月２８日（日）１４：３０～１６：００ 場 所：蓮根図書館視聴覚室

申込み：１２月２１日（木）９時よりカウンターもしくは電話にて受付開始



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

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

はすねサロン 休館日 おはなし会

21 22 23 24 25 26 27

かるがも
おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

28 29 30 31

講演会 休館日

29

赤ちゃんおはなし会

二次利用 休館日 二次利用 はすねサロン

講演会受付開始

年末年始休館

おはなし会

かるがもタイム ブックトーク

24 25 26 30

年末年始休館

クリスマス会 おはなし会

31

二次利用

17 18 19 20 21

ボローニャ子ども絵本館所蔵　クリスマス絵本展

押し花でカレンダーを
つくろう

23

赤ちゃんおはなし会

22

おはなし会

27 28

2

3 4 5 6 7 9
　　『世界の童話５　・青いとり　・雪の女王　・ゆきおんな』　（５１分）

　　お馴染み、世界の童話シリーズから、冬にぴったりのおはなしを上映します。
名画劇場かるがもタイム

8

10 11 12 13 14 15 16
おはなし会

けやきカメラクラブ　写真展（１２月７日まで）

年末年始休館

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『私の頭の中の消しゴム』　（１１７分）

　　社長令嬢のスジンと現場監督として働くチョルス。幸せな日々を送っていたが・・
りんりんおはなし会

　  １４時からは・・・

1

おはなし会

９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 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）
１2月１6日（土）～１９日（火）

※１８日（月）は休館です。

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～
『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：１2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：12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「ワンワン！いぬ だいしゅうご
う」です。

けやきカメラクラブ蓮根サークル 写真展
蓮根地域で活動されている、サークルの方々の写真展です。

レンズが捉えたさまざまな瞬間をご堪能ください。

期 間：１１月２８日（火）～１２月７日（木） 場 所：蓮根図書館視聴覚室

クリスマスの絵本や歌をうたって楽しみましょう。サンタさんも登場するかも？！

日 時：１２月２４日（日）１５：００～

場 所；蓮根図書館視聴覚室 （当日直接会場までお越しください）

クリスマス絵本展

公文書館展

ボローニャ子ども絵本館所蔵の世界のクリスマス絵本を展示します。

期 間：１２月１日（金）～２５日（月） 場 所：児童室前ディスプレイ架

８月に続いて、尺八の演奏や楽器にまつわるトークをお楽しみください。

日 時：１２月２１日（木） １１：００～１１：３０（１０分前に開場いたします）

場 所：蓮根図書館視聴覚室 演 奏：細矢 富栄 氏

演奏曲目（予定）：・遠くへいきたい ・忘れな草をあなたへ ・おまえに

クリスマス会


