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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。

.

１１月のテーマ展示書名 タイトルコード

スキルアップ！情報検索　－基本と実践ー 中島　玲子 日外アソシエーツ 007 1000050070857

謎　～なぞ～ 本の中で解き明かされる真実が・・・

１００語でわかる子ども ジャック・アンドレ 白水社 371 1000050073019

５日（日）～１０日（金） 温まろう 身も心もぽかぽかするような本を集めました。

超詳細！金沢さんぽ地図 昭文社 Ｔ291.4 1000050073666

１０月２９日（日）～１１月３日（金）

香り・香る ページをめくると芳しいあの香り。
歌の心を究むべし
－古楽とクラシックのミッシングリンクを求めてー

濱田　芳通 アルテスパブリッシング 760 1000050069268

うれしい副菜ー材料２つ３つで、すぐできる！－ 瀬尾　幸子 新星出版社 596  1000050073482

１２日（日）～２４日（金）

池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部 河出書房新社 904 1000050068148

ENGLISH　ACADEMIA 中澤　明子 朝日出版社 837 1000050073282

１日～２９日

ワン・モア・ライト リンキン・パーク DLリ 3000050001748

１日～２９日

UNITY KYOTO　JAZZ　SEXTET DMキ 3000050001746

１日～２９日
DENKI　GROOVE　DECADE　2008-2017 電気グルーヴ DPテ 3000050001744

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

太宰治の辞書 北村　薫 東京創元社 Ｂ913.6 1000050076565

ことばあそび 知っているようで知らない〝ことば″がたくさん！

【しらべてみよう】
芸術

芸術の秋とはいうけれど・・・そもそも芸術って？

図書館員お薦めの秋のＣＤ
秋の夜長に音楽鑑賞はいかがですか？私たちがおすすめ
します！

２０１７年
１１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

寒暖差の激しい毎日だった１０月が終わり、いよいよ冬へのカウントダウン！１１月です。

蓮根図書館では特別整理期間を今年度は１１月に行い、６日間休館いたします。

また、以前からご要望の多かったトイレの洋式化工事を実施いたします。期間中は図書館ご利用の際

にはご不便をおかけするかと思いますが、なにとぞご理解とご協力をお願いいたします。

○期間中は、資料の貸出・予約受取・AV資料の返却などができなくなります。

○本や雑誌の返却には、ブックポストをご利用ください。

工事期間（予定）： １１月１９日（日）～１２月２日（土）

上記期間中は、男女トイレ及び児童用トイレはご利用できません。だれでもトイレまたは、

蓮根図書館隣りの集会所のトイレをご利用ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



櫻井徳太郎展

日 月 火 水 木 金 土
1 2

りんりん

3 4 5 6 7 8 9

かるがも
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

講習会 おはなし会

17 18 19 20 21 22 23

かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 蓮根サロン 赤ちゃん ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

クリスマス会 おはなし会 休館日

31
年末年始休館

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

　  『花の百名山　１１』　（５５分）

　　白山・甲武信ガ岳・百蔵・二十六夜山・三ツ峠山の美しい景色をご堪能ください。
おはなし会

1 2 3 4

12 13 14

　  １４時からは・・・
5 6 7 8 9 10 11

　　『トムとジェリー　⑤』　（５１分）

赤ちゃんおはなし会

かるがもタイム

15 16 17 18

　　毎度おなじみドタバタコメディーの傑作です。年齢問わずお楽しみいただけます。　
名画劇場

25

二次利用 休館日 おはなし会 かるがもタイム ブックトーク

19 20 21 22 23 24

赤ちゃんおはなし会二次利用

おはなし会 休館日

26 27 28 29 30

地域さんぽ

年末年始休館

スタンプラリー

写真展（１２月７日まで）

トイレ改修工事

りんりんおはなし会

おはなし会

特別整理期間

二次利用

図書館員が選ぶ１００冊

おはなし会

１１日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

１２月の蓮根図書館

《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 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）
１１月１９日（日）～２３日（水）

※２０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。）

《１１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：１０日（金）・２４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：１１月４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：１１月２５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「ことばあそび」です。

本や紙芝居を貸出しすると、１日１枚クイズシールを差し上げます。シールを５枚あつめて

クイズに答えると「がんばったで賞」をプレゼント！ぜひご参加ください。

期 間：１０月２０日（金）～１１月26日（日）

※台紙はカウンターでお配りしています。

今年も読書週間のテーマに沿って、清水・蓮根・西台・志村 ４館の図書館員が選んだ１００冊

を展示します。リストも配布しておりますので、ぜひご覧ください。

期 間：１０月２７日（金）～１１月９日（木） 場 所：蓮根図書館特設コーナー

蓮根図書館を出発し、舟渡大橋を渡り、荒川土手沿いから都立舟渡公園をめざすコースです。

蓮根・舟渡地域の知らなかった歴史など、ガイドを聞きながら歩きましょう。

日 時：１１月２６日（日）１３：００～１５：３０（雨天中止）

定 員：２０名 小学生以上（小学生は保護者同伴） 参加費：５０円（傷害保険料として）

問合せ・申込み：詳細は、カウンターまたはお電話にてお問い合わせください。

地域を歩いてみませんか

けやきカメラクラブ写真展

板橋区ゆかりの民俗学者・櫻井徳太郎氏の生誕１００周年を記念して特別展示を行います。

期 間：１１月２日（木）～８日（水） 場 所：蓮根図書館視聴覚室


