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１１月のテーマ展示

日本の文化再発見
“文化の日”にちなんで集めました。日本には世
界に誇れる文化がたくさんあります。

６日（日）～１１日（金） 自由 『自由』ってなに？

１０月３０日（日）～１１月４日（金）

日が沈んだら 夜は不思議なことが起こるかも。

２０日（日）～２５日（金） 選択 人生は選択の連続です。

１３日（日）～１８日（金）

１日～２９日 TVドラマの音楽 時代を彩った懐かしい音楽を集めました。

絵本をひらいて、いろんな体験してみよう。１日～２９日 本をひらいて旅をする
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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



日 月 火 水 木 金 土

おはなし会

1 2 3 4 5

りんりんおはなし会

6 7 8 9 10 11 12

かるがもタイム

おはなし会 赤ちゃんおはなし会 名画劇場

13 14

おはなし会 二次利用

15 16 17 18 19

26

マスキングテープ
アート申込み開始 かるがもタイム

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

20 21 22 23 24 25

いっしょにワクワク

おはなし会

27 28 29 30

はすねサロン 休館日

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：１１日（金）・２５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：１１月５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：１１月２６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。
今回のテーマは「クリスマス」です。

おはなし会

《１1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

～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』

ミニ・ボローニャブックフェア

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。

図書館員の選ぶ１００冊

全館合同 クイズラリー・スタンプラリー



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

講習会 おはなし会 二次利用

18 19 20 21 22 23 24

かるがも
二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ワクワク

25 26 27 28 29 30 31

クリスマス会 おはなし会

　  １０時からは・・・

　  『花の百名山⑥　会津駒ヶ岳・高鈴山・石裂山・三毳山・尾瀬』（55分）

　　花で彩られた美しい山々の風景をお楽しみください。

　  １４時からは・・・

　　『まんが日本昔ばなし①　花咲か爺さん・夢を買う・さるかに合戦・たのきゅう』（５０分）

　　親子で懐かしの昔話を楽しんでみませんか？

休館日

１２日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１２月の蓮根図書館

二次利用（蓮根図書館視聴覚室） １１月１９日（土）～２２（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。）

《１１月・１２月の行事》

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：１１月２０日（日）よりカウンターまたは電話にてお問い合わせください。

ヴァイオリンの演奏と、楽しいトークはいかがですか？
ほっと一息つきにいらしてください。

日 時：１１月２８日（月）１０：３０～１１：００
場 所：蓮根図書館視聴覚室（どなたでもお越しください。）
演 奏：林田 薫 氏

マスキングテープ アート

ミニ・ボローニャブックフェア
年に一度のお楽しみ♪ボローニャから届いた、珍しい絵本を展示します。

日時：１１月１０日（木）～１１月１６日（水） 場所：蓮根図書館視聴覚室



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。

書名 タイトルコード

日本のブックカバー 書皮友好協会 グラフィック社 024 1000040628872

日本史のなぞ 大澤　真幸 朝日新聞出版 S210.4 1000040638516

不平等論　－格差は悪なのか？－ ハリー・G．フランクファート 筑摩書房 104 1000040630012

片づけられないのはアスペルガー症
候群のせいでした。

吉濱　ツトム 宝島社 493.7 1000040628443

最後の秘境東京藝大　－天才たちの
カオスな日常ー

二宮　敦人 新潮社 377 1000040630846

ソーシャルアート　－障害のあ
る人とアートで社会を変えるー

たんぽぽの家 学芸出版社 702 1000040632098

教えてピエール・エルメ。最高のお
菓子の作り方

ピエール・エルメ 世界文化社 596ｱｵ 1000040632964

最後の九月 エリザベス・ボウエン 而立出版　 933ホ 1000040632031

バルトーク：歌劇《青ひげ公の城》 小澤　征爾／指揮　サイトウ・キネン・オーケストラ DFハ 3000040012984

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

声ものがたり
アリババと４０人の盗賊　他

角野　卓造 ほか DXコ 3000040013068

スパイラル・フェイヴァリッツ 畠田　貴生／C
東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部

DGス 3000040013076

『全館合同 クイズラリー・スタンプラリー』
板橋区立図書館全館で、大人の方向け“クイズラリー”、子ども向け“スタンプラリー”

を実施します。詳しくは各図書館までお問い合わせください。

期 間：１０月２２日(土)～１１月２９日(火)

実施館：板橋区立図書館・ボローニャ絵本館

寒暖差の激しかった１０月を終え、ついに本格的な冬の気配を感じる１１月。
外に出るのが億劫になってくる季節ですが、ぜひ全館合同のクイズラリーの台紙を片手

に
板橋区内の図書館を巡ってみませんか？

『図書館員の選ぶ１００冊 ～いざ、読書。～』
読 書 週 間 企 画

読書週間に合わせ、蓮根・清水・志村・西台４館の図書館員が選んだ１００冊を展示します。
期 間：１０月２７日(木)～１１月９日(水)

展示場所：蓮根図書館入口脇特設コーナー


