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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

7月のテーマ展示書名 タイトルコード

「モノの単位」大事典
知ってるだけで一目置かれる！

ホームライフ
取材班

青春出版社 049 1000050225302

道 歩き続けていれば道は必ず繋がっていきます。
さあ、バリアフリー温泉旅行に
出かけよう！

山崎　まゆみ 河出書房新社 T291.09 1000050219558

7日（日）～12日（金） The　睡眠 上質な睡眠をとる秘訣とは？

ヒルコ　棄てられた謎の神　決定版 戸矢　学 河出書房新社 164.1 1000050224180

６月30日（日）～７月5日（金）

おもてなし
都立公共図書館共通テーマ展示「東京でおもてなし
2019」に呼応して。ヘンな名前の植物　ヘクソカズラ

は本当にくさいのか
藤井　義晴 化学同人 470.3 1000050219974

21日（日）～26日（金） 青い本 蓮根図書館にある“青い本”を集めました。

間接護身入門　本当に大事なものを護り
たい人が知っておくべきこと 葛西　眞彦 日貿出版社 368.6 1000050222839

14日（日）～19日（金）

ゲームは人生の役に立つ。
生かすも殺すもあなた次第

小幡　和輝 エッセンシャル出版社 798 1000050225321

看板建築　昭和の商店と暮らし 萩野　正和 トゥーヴァージンズ 523.1 1000050226175

オルゴール・セレクション
眠りへの誘い

遠藤さや DHネ 3000050004417

2日～30日

遠いところへ 音楽の力を借りて、心を遠くまで運んでみませんか。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

マハーバーラタ入門
インド神話の世界

沖田　瑞穂 勉誠出版 929.8 1000050223952

2日～30日

ヤング・シック・カメリア セント・ポール＆ザ・ブロークン・ボーンズ DNセ 3000050004469

2日～30日

伝統邦楽特選シリーズ　尺八 青木鈴慕（二世）　他 DSテ 3000050004409

みどりがいっぱい！ 夏休みは緑いっぱいの場所へおでかけしたいね♪

調べてみよう！植物 身の回りにある植物をよ～く見てみよう！

２０１9年

7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

気温・湿度が一段と高くなってきました。体調管理は充分お気をつけください。

７月は七夕会やこどもむけストーリーテリング、一日図書館員、調べる学習相談会と夏の児童向け

イベントが続きます。ぜひご参加ください。

夏のスタンプラリーを行います！

絵本や紙芝居を借りてシールをもらい、クイズに答えます。

シール5枚でがんばったで賞をプレゼント☆

台紙は図書館カウンターで配布いたします。

期間：8月17日（土）～9月16日（月）

夏のスタンプラリー



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

相談会

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

かるがも

工作会 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

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 ブックトーク

25 26 27 28 29 30 31

はすねサロン

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・

『世界の車窓から　特別編　世界の蒸気機関車1～ヨーロッパ編』　　

ヨーロッパを走る蒸気機関車の力強い様子をお楽しみください。　　（60分）
休館日 おはなし会 りんりん

おはなし会 　  14時からは・・・

1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

13
『天人女房』『ホシガリ姫の冒険』

楽しいお話２本立て！七夕にぴったりなお話もあります♪　　　　　（計40分）
七夕会 おはなし会 かるがもタイム 名画劇場赤ちゃんおはなし会

7 8 9 10 11 12

21 22 23 24 25 26

休館日 おはなし会 二次利用

27
一日図書館員

調べる学習コンクール受賞作品レプリカ展　7/21（日）～8/3（土）
調べる講座

二次利用 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 ブックトーク

28 29 30 31

ストーリー
テリング 休館日

七夕のお話の読み聞かせや、かんたんな工作をします。

ぜひ、ご参加ください。

日時：7月7日（日）15：00～

場所：蓮根図書館 視聴覚室

おはなし会

13日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

8月の蓮根図書館

《7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） 7月20日（土）・21日（日）・22日（月）

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。）

《7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：12日（金）・26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：7月6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：7月27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「あやとり」です。

図書館を使って調べものをしてみませんか？図書館員がお手伝いします！

日時：7月21日（日）・8月3日（土）14：00～15：30

場所：蓮根図書館視聴覚室 対象：小学生 定員：各日5名

申込：7月6日（土）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

七夕会

調べる学習 相談会

こどもむけストーリーテリング
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、想像の世界を体験しませんか？

日時：7月28日（日）10：30～11：30（開場10：15～）

場所：蓮根図書館視聴覚室 語り：板橋おはなしの会

演目：文福茶釜（日本の昔話） ほか

調べコン受賞作品展

夏のスタンプラリー 8/17～9/16

けやきカメラクラブ写真展 8/30～9/11

公文書館資料展


