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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

8月のテーマ展示書名 タイトルコード

girls who code　女の子の未来をひ
らくプログラミング

レシュマ・サウ
ジャニ

日経BP Y00 1000050232410

発進！YA部 おもに中学生から高校生におすすめの図書をご紹介します。

卒対を楽しくラクに乗り切る本 長島　ともこ 厚有出版 376.1 1000050232255

4日（日）～9日（金） 「美味しい」は幸せ 美味しいものは日々の活力になります。
身近な幸せこそ、大切に。

分解の哲学　腐敗と発酵をめぐる思
考

藤原　辰史 青土社 104 1000050233747

7月28日（日）～8月2日（金）

夏休み
夏休みはいかがお過ごしですか？
夏を楽しく過ごすヒントをご提案します。

このゴミは収集できません。
ゴミ清掃員が見たあり得ない光景

滝沢　秀一 白夜書房 518.5 1000050160301

18日（日）～23日（金） 知っとくと便利 知っていると、とても便利♪
そんな情報満載の図書を集めました。

身近な生き物オス・メス「見分け
方」事典 木村　悦子 ペレ出版 481.3 1000050230610

11日（日）～16日（金）

秘密 秘密だけど、でも知りたい！
好奇心を刺激する図書をご案内します。言の葉連想辞典

YUEISYA DICTIONARY
あわい 遊泳舎 814 1000050230719

山小屋ガールの癒されない日々 吉玉　サキ 平凡社 786.1 1000050232370

25日（日）～30日（金）

リスト　巡礼の年（全曲） ラザール・ベルマン DDリ 3000040007190

1日～31日

夏の風物詩 夏を彩る素敵な音楽をご紹介します。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

お砂糖とスパイスと爆発的な何か
不真面目な批評家によるフェミニスト
批評入門

北村　紗衣 書肆侃侃房 902.0 1000050233825

1日～31日

nuage～ニュアージュ～ 木住野　佳子 DMキ 3000050004557

1日～31日

役に立つ効果音　ベスト
日本サウンド・エフェクト研
究会

DZヤ 3000050004542

レッツゴー！
のりものだいすき

電車・バス・自動車、それとも飛行機。
一番好きな乗り物はなにかな？

調べてみよう
外国のこと

日本と外国の違いっておもしろい！
気になった国について調べてみよう。

２０１9年

8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

夏休みが始まり、街も図書館もにぎやかになってきました。

８月も親子で楽しめるイベントがたくさんあります。

はすねサロンや工作会・スタンプラリーと、たくさんのご参加お待ちしています。

大人から子どもまで楽しめる曲を吹奏楽の生演奏でお届けします。

ご家族やお友だちと一緒に、どうぞご参加ください。

日時：8月25日（日） 11：00～11：30

場所：蓮根図書館 視聴覚室

演奏：いたばしwith kids吹奏楽団

はすねサロン



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日 おはなし会 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

講演会 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

29 30

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『NHK特集　名作100選　歴史の証言～農民兵士の声がきこえる～』（50分）　　調べる学習コンクール受賞作品レプリカ展　～8/3（土）

　7000通の軍事郵便の発見によってわかった戦争の凄まじさとは…調べる相談会

1 2 3

りんりんおはなし会
　  14時からは・・・【児童向け】

4 5 6 7 8 9 10
『日本の昔ばなし2～金太郎・おむすびころりん～』（25分）

『グリム名作童話集3　金色のがちょう、死神のくれた仕事、おやつの前におばけ退治』（35分）
工作会 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

17
公文書館資料展　8/8（木）～8/14（水）

おはなし会

11 12 13 14 15 16

二次利用

18 19 20 21 22 23 24
夏のスタンプラリー　8/17（土）～9/16（月）

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
かるがもタイム

ブックトーク
赤ちゃんおはなし会

31

はすねサロン おはなし会

25 26 27 28 29 30

身近なものを使った工作です。

何を作るのかは当日のお楽しみ♪

日時：8月4日（日）15：00～ 場所：蓮根図書館 視聴覚室

対象：小学生（未就学児は保護者同伴） 定員：20名（先着順）

おはなし会

10日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

9月の蓮根図書館

《8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） 8月17日（土）・18日（日）・20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。）

《8月の行事》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で遊べるブックトーク』

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：8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：8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「紙であそぶ」です。

板橋区の工業のあゆみを、公文書館所蔵の写真で紹介します。

期間：8月8日（木）～8月14日（水）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

夏休み工作会

板橋区公文書館所蔵写真展

いたばし工業のあゆみ

夏のスタンプラリー
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）

けやきカメラクラブ写真展 8/30～9/11

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（金）～9/11（水）


