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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

一般書

CD

請求記号

児童書

.

１１月のテーマ展示書名 タイトルコード

世界教養72のレシピ
名古屋外国語大
学

名古屋外国語
大学出版会

002 1000050165242

コレクション あなたの、つい集めちゃうものは何ですか？

昭和少年少女ときめき図鑑 市橋　芳則 河出書房新社 384 1000050165605

4日（日）～9日（金） 大切にしたい 形あるもの・ないもの。大切にしたい気持ちは変わらない

「墓じまい」の結末－お墓の本
当の意味がよくわかる本－

森下　瑞堂 現代書林 186 1000050160334

10月28日（日）～11月2日（金）

昭和という時代 「昭和」という言葉から何を思い浮かべますか。

茶室を感じる 中村　義明 淡交社 521 1000050162210

25日（日）～29日（木） ミラクル ミラクル（奇跡）はあるって信じてる！

産婆と産院の日本近代 大出　春江 青弓社 495 1000050165652

11日（日）～23日（金）

数の英語表現辞典　改訂新版 小学館辞書編集部 小学館 834 1000050162166

からぬけ落語用語事典－落語の
「なぜ？」がたちまち分かる－

本田　久作
パイインター
ナショナル

779 1000050163367

ニュー・サウンズ・イン・ブラス２０１８
天野正道指揮／
東京佼成ウインドオーケストラ

DBニ 3000050003034

１日～２９日

晩秋 美しい秋を音楽で堪能しませんか。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

十七字の戦争－川柳誌から見た
太平洋戦争と庶民の暮らし－

田村　義彦 かもがわ出版 911.4 1000050163469

１日～２９日

ザ・ベスト・オブ・カルメンマ
キ＆OZ

カルメンマキ＆OZ DPカ 3009630006167

１日～２９日

E.A.ポー『黒猫』 黒木仁（朗読） DXク 3000050003001

できるかな？つくってみよう！ 自分で作るって、おもしろい！

身近な動物 君の近くにはどんな動物がいるかな？

２０１８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

枯葉舞い散る季節となり、少しずつ冬が近づいてまいりました。

１１月２５日まで板橋区立図書館スタンプラリー・クイズラリーを行っています。

お出かけの際、気軽にご参加いただけます。皆様のご参加をお待ちしております。

森本千賀子氏を講師に迎え、マスキングテープでクリスマスリースを作ります。

日時：１２月２日（日）１４：００～１５：３０

場所：蓮根図書館視聴覚室 定員：１６名（小学校高学年以上）

受付：１１月５日（月）９：００より図書館カウンターまたはお電話で。

日時：平成３０年１１月２３日（金） １４：００～１５：３０ 場所：蓮根図書館視聴覚室

講師：キッズジャンププログラミング 対象：小学生以上 定員：１２名

受付：１０月２６日（金）９：００より図書館カウンターまたはお電話で。

※定員に達し次第申し込みを終了とさせていただきます。



ミニ　ボローニャブックフェア

日 月 火 水 木 金 土
1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

講習会 おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

かるがも

素話の会 クリスマス会 おはなし会 赤ちゃん 休館日
30 31

休館日 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  １０時からは・・・

『花の百名山１５』（５５分）スタンプラリー・クイズラリー

図書館員の選ぶ１００冊 日本の百名山に美しく咲き乱れる花々をご紹介します。年齢別絵本展

1 2 3

りんりんおはなし会
　  １４時からは・・・

4 5 6 7 8 9 10
『世界名作アニメ７　～宝島・にんじん～』（４４分）

12 13 14 15 16 17

スタンプラリー・クイズラリー
図書館員の選ぶ１００冊

おもしろいお話を２本立てでお送りします。年齢別絵本展 かるがもタイム

名画劇場おはなし会 赤ちゃんおはなし会

11

特別整理期間

18 19 20 21 22 23 24
スタンプラリー・クイズラリー

IT講習会

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

おはなし会 休館日

かるがもタイム
二次利用 赤ちゃんおはなし会 ブックトーク

25 26 27 28 29 30

０～６歳向けに蓮根図書館おすすめの絵本をご紹介します。

展示する図書を借りることもできます。

ぜひ気になった本を手に取ってみてください。

期間：１１月１日（木）～７日（水） 場所：視聴覚室

おはなし会

１０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１８日（日）

１１月２０日（火）～２１日（水）

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：９日（金）・２３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３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：１１月２４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「本をひらいて ふしぎなせか
い」です。

お子さま向けにスタンプラリー、大人の方向けにクイズラリーを実施します。

図書館に通って、プレゼントをゲットしよう！

期間：１０月２０日（土）～１１月２５日（日） 場所：板橋区立図書館全館

※この期間、休館日の違う図書館があります。詳しくはお問い合わせください。

清水・蓮根・志村・西台図書館に勤務している図書館員が、皆さんにおすすめしたい本を選び、

リストを作成しました。読書の参考にぜひ、ご活用ください。

期間：１０月２７日（土）～１１月９日（金）

年齢別おすすめえほん展

図書館員の選ぶ１００冊
～ホッと一息 本と一息～


