
ｚ

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。
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１２月のテーマ展示書名 タイトルコード

絵本は心のへその緒－赤ちゃん
に話しかけるということ－

松居　直
ブックスター
ト

019 1000050167680

訃報2018 今年も様々な著名人とのお別れがありました。
2018年の訃報を振り返り、故人を偲びます。暗号通貨最前線－初心者でもわ

かるフィンテック入門－
久田　和弘 信長出版 338 1000050172908

9日（日）～14日（金） 脱・常識 その常識ってもう古い？
頭の中をアップデートしませんか。

日本人はどのように自然と関わってき
たのかー日本列島誕生から現代までー

コンラッド・タットマン 築地書館 210.1 1000050172868

2日（日）～7日（金）

発進！YA部 中高生を対象としたおすすめの本を紹介します！
ツウになる！ダムの教本－ダム
好きと会話が盛り上がる！－

宮島　咲 秀和システム 517 1000050172895

23日（日）～28日（金） ボランティア ボランティアの意味ってなんでしょう？
目指せスーパーボランティア！

プランクトンハンドブック
淡水編

中山　剛 文一総合出版 468 1000050167806

16日（日）～21日（金）

イントロの法則80's－沢田研二
から大滝詠一まで－

スージー鈴木 文藝春秋 767 1000050167827

いちばんやさしいリスティング
広告の教本　新版

杓谷　匠 インプレス 674 1000050171464

メシアン：世の終わりのための四重奏 マルティン・フレスト DEメ 3000050003048

1日～28日

メリークリスマス 素敵な音楽と共に、楽しいクリスマスを過ごしません
か？タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ドルと紙幣のアメリカ文学－貨
幣制度と物語の共振－

秋元　孝文 彩流社 930 1000050165284

1日～28日

ポルトゥカリス アナ・ラインス DJラ 3000050003468

1日～28日

阿Q正伝 網野　隆（朗読） DXア 3000050003005

メリークリスマス
クリスマスってわくわくするね！早くサンタさん来ない
かな…

調べてみよう！言葉 いつも使っている言葉について詳しく調べてみよう！
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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

あっという間に12月になりました。

何かと忙しい季節ですが、清々しい新年を迎えるために図書館を活用してみませんか。

大掃除のヒント、年賀状のイラスト、クリスマスやお正月のお料理など様々な図書があります。

また、今月はストーリーテリングなど楽しいイベントもあります。ご参加お待ちしております。

板橋区立図書館は１２月２９日（土）～１月４日（金）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（土）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（土）～１月４日（金）の間はご利用できませんのでご注意ください。

年末年始休館のお知らせ

俳優・山下智子氏を講師に迎え、現代京ことばで源氏物語を朗読します。

日時：平成31年1月28日（月）14：30～16：00

場所：蓮根集会所（蓮根図書館となり） 定員：50名（中学生以上）

受付：12月21日（金）9：00より図書館カウンターまたはお電話で。

京ことばで聴く「源氏物語」 ～松風の巻～

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YMwzIC8W&id=0F2A7C1F6E4DDF91AD9FB8EF383C659E11923B9B&thid=OIP.YMwzIC8W6fVPg-dQbiQ4xAAAAA&mediaurl=http://3.bp.blogspot.com/-dPIUUVHntqY/VahRl-n7FnI/AAAAAAAAvtM/XF8g_9-uNSs/s400/makimono.png&exph=400&expw=400&q=%e5%b7%bb%e7%89%a9+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608018263450781610&selectedIndex=11


日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

休館日 休館日 休館日 休館日 りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも

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

はすねサロン10 かるがも はすねサロン11

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30 31

講演会 おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・
1

『三十九夜』（83分）

殺人犯に間違われた男が事件を解決していく痛快サスペンス！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6　ジャックとまめの木・マッチうりの少女・かさじぞう』（40分）ボローニャ子ども絵本館クリスマス絵本展12/1（土）～12/25（火）

世界の楽しいお話がたくさん見れるよ！
講習会 おはなし会

9

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

10 11 12 13 14 15

22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
名画劇場

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
休館日赤ちゃんおはなし会

30 31

ストーリー
テリング クリスマス会 おはなし会

休館日 休館日

ストーリーテリングとは、絵本や紙芝居を使わないおはなし会です。

いつもと違うおはなし会で、言葉の楽しさを体験しませんか？

日時：１２月２3日（日）15：00～

場所：蓮根図書館視聴覚室 語り：板橋おはなしの会

おはなし会

22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15日（土）～16日（日）

12月18日（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～
『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：12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「おおきくなったらなににな
る？」です。

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（土）～２５日（火）

場 所：児童室前ディスプレイ

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（月）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）

こどもむけ ストーリーテリング

クリスマス会

公文書館資料展


