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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

できるかな？
つくってみよう！

自分で作るって楽しい！
一緒に手作りの宝物を増やそう！

調べてみよう！水
東京で使う水はどこからくるのかな？
大切な水について調べてみよう。

吹奏楽のひととき 吹奏楽が奏でる豊かなひとときをお楽しみください。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

〈顔の世紀〉の果てに　ドストエフ
スキー『白痴』を読み直す

番場　俊 現代書館 983 1000050215914

1日～3０日

ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲
第1番・第2番

アレクサンドル・メルニコフ
（PF）

DCシ 3000050003877

1日～3０日

トリロジー２ チック・コリア・トリオ DMコ 3000050004066

1日～3０日

沖縄民謡ベスト 乙女椿　他 DSオ 3000050004030

笑う回文教室　アタマを回して
ことばであそぼう

せとちとせ 創元社 807.9 1000050216674

映画の文法　改訂増補
日本映画のショット分析

今泉　容子 彩流社 778.4 1000050217855

蓮根ミュージアム 美術館や博物館にまつわる奥深い図書をご紹介します。
かわいい背守り刺繍
子どもを守るおまじない

堀川　波 誠文堂新光社 594.2 1000050214686

23日（日）～28日（金） 時空を超えて 時空を超えることができるとしたら、過去と未来のどち
らに行きたいですか？

くらべてわかる甲虫1062種
識別ポイントで見分ける

町田　龍一郎 山と渓谷社 486.6 1000050216203

16日（日）～21日（金）

発見！発明！ 発見や発見の裏には意外なドラマがあるかも…
逸脱の文化史　近代の〈女らし
さ〉と〈男らしさ〉

小倉　孝誠 慶応義塾大学出版会 367.2 1000050215398

9日（日）～14日（金） 魔法のような 世界には魔法のようなものや出来事があります。
その素晴らしい様子を覗いてみましょう！

平成臨終図巻 長尾　和宏 ブックマン社 281 1000050218859

2日（日）～7日（金）

6月のテーマ展示書名 タイトルコード

ともに悲嘆を生きる
グリーフケアの歴史と文化 島薗　進 朝日新聞出版 114.2 1000050215828
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6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

日々夏のような暑さが続いております。体調を崩さないよう、室内にいても熱中症対策をしっかり行い

たいものです。図書館には暑さを楽しく乗り切るアイデアが載っている図書があります。この機会に、

蓮根図書館で夏へ向けた楽しい計画を立てませんか？

期間：7月22日（月）または7月23日（火） 時間：8：30～11：30

対象：小学校4年生から6年生 定員：1日4名

受付：6月28日（金）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員になり次第申し込みを終了させていただきます。

☆ご不明点などございましたら、図書館スタッフまでお尋ねください。

夏休み1日図書館員 大募集！
図書館の仕事を体験してみませんか？



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

休館日 おはなし会 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

かるがも

七夕会 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会 二次利用

21 22 23 24 25 26 27

調べる講座 かるがも

二次利用 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

28 29 30 31

素話の会 休館日

児童向けIT講座

赤ちゃんおはなし会

30

はすねサロン おはなし会 かるがもタイム

ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

22

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

16 17 18 19 20 21

13 14 15

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

1

8
『まんが日本昔ばなし13虫の絵本展　6/3（月）～6/9（日）

塩ふきうす、あとかくしの雪、羅生門の鬼、大蔵の火』　　　　　　 （50分）
おはなし会 名画劇場

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『日本の百名山１８』

吉野山のヤマザクラなどの美しい自然をお楽しみください。　　　　　（55分）りんりん
おはなし会 　  14時からは・・・

「虫」をテーマに世界各国の絵本を展示します。

ぜひ、手に取ってご覧ください。

期間：6月3日（月）～6月9日（日）

場所：蓮根図書館 視聴覚室おはなし会

8日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

7月の蓮根図書館

《6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 親子で遊べるブックトーク

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） 5月15日（土）・16日（日）・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。）

《6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：6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：6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「えかきうた」です。

図書館サポーターとして活動されている方のグループを迎え、おとなのための朗読会を行います。

普段とはひと味違うはすねサロンをお楽しみください。

日時：6月25日（火）11：00～11：30 場所：蓮根図書館視聴覚室 朗読：duo（デュオ）

演目：「才能ってもんね」「大きな目」『ヨーコさんの言葉』より

「海、だった」『積極的その日暮らし』より

「虹色の輪」『きれいな色とことば』より

「若がえりの泉」『怪談小泉八雲のこわ～い話』より

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

虫の絵本展

はすねサロン

おとなのための朗読会

i一日図書館員


