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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

9月のテーマ展示書名 タイトルコード

「助けて」が言えない　SOSを出さ
ない人に支援者は何ができるか 松本　俊彦 日本評論社 146 1000050237650

となりの異世界 まるで違う世界の話、でも実は近くにあって…。
そんな不思議な気持ちになる図書を集めました。

仕事ごっこ　その“あたりえ”、
いまどき必要ですか？ 沢渡　あまね 技術評論社 336.2 1000050236191

8日（日）～13日（金） 救急　救命 救急の日（９月9日）にちなんで。

東京のナゾ研究所 河尻　定
日本経済新聞
出版社

291.36 1000050237228

1日（日）～6日（金）

読む・知る・認知症 世界アルツハイマー・デー（９月２１日）によせて。
バルミューダ熱狂を生む反常識の
哲学

上岡　隆 日経BP 540.6 1000050236023

22日（日）～27日（金） 食欲の秋 秋はおいしい食べ物がたくさん！
本の中でも秋の味覚を楽しみませんか？

キリン解剖記 郡司　芽久 ナツメ社 489.8 1000050236244

15日（日）～20日（金）

フォント部へようこそ
文学を楽しむおとなの部活

フォント部 自由国民社 727.8 1000050239236

ちょっと自慢できるヒコーキの
雑学100

チャーリー古庄 インプレス 687.0 1000050236293

人間の声～マラン・マレ
ヴィオール音楽

ヒレ・パール（VG）
サンタナ（LUTE）

DEマ 3000830024735

1日～29日

昨年度受入れたCDから 昨年度受入れたCDからおすすめをご紹介します。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

虫の文学誌 奥本　大三郎 小学館 902.0 1000050237914

1日～29日

QUIZMASTER NICO Touches the Wall DPニ 3000050004659

1日～29日
NHK「いないいないばあっ！」
ポポポポポーズ 大角ゆき　他 DYイ 3000050004413

わたしのかぞく
お父さん・お母さん・兄弟・祖父母・ペット…
大切な家族をテーマにした図書を集めました。

調べてみよう　虫 好きな虫や街で見つけた虫について調べてみよう！
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〒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

まだまだ残暑厳しい９月ですが、蓮根図書館では秋を楽しむ催しが盛りだくさんです。

お馴染みとなっているけやきカメラクラブの写真展にクラシック音楽関係の講演会と、

一足早く芸術の秋をご堪能ください。

オリジナル絵本を作ってみませんか♪

日時：10月13日（日）・10月27日（日）・11月10日（日）【全3回】

13：30～16：00 場所：蓮根図書館視聴覚室

対象：区内在学・在住の小学生 定員：20名

受付：9月14日（土）9：00から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。

小学生向け

絵本づくりワークショップ



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

おはなし会 りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

絵本づくり おはなし会 二次利用

20 21 22 23 24 25 26

楽話の会 かるがも

二次利用 休館日 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30 31

絵本づくり はすねサロン おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】
1

『南部の人』（92分）　　
けやきカメラクラブ写真展　8/30（金）～9/11（水） 　自分達の力で生活を築いたアメリカ南部の労働者の物語。

振替休館日 おはなし会

2 3 4 5 6 7

りんりんお話会

　  14時からは・・・【児童向け】
8 9 10 11 12 13 14

『うぐいす姫』（15分）　『くまのおいしゃさん』（23分）夏のスタンプラリー　8/17（土）～9/16（月）

　かわいくて楽しいお話を2本上映します。
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

15 16 17 18 19 20 21

振替休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

ブックトーク
二次利用 赤ちゃんおはなし会

29 30

講演会
二次利用 おはなし会

かるがもタイム

休館日
けやきカメラクラブ蓮根サークルの皆様による作品を展示します。

期間：8月30日（金）～9/11（水）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

おはなし会

14日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

10月の蓮根図書館

《9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） 9月21日（土）・22日（日）・23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。）

《9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：13日（金）・27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：9月7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：9月28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「布であそぶ」です。

皆さんご存知のベートーヴェンの交響曲第5番「運命」。

演奏を聴き比べながら、演奏スタイルの変遷を追います。

日時：9月22日（日）14：30～16：00 講師：松村 哲哉氏

場所：蓮根図書館・視聴覚室 対象：中学生以上 定員：20名

受付：8月26日（月）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。

けやきカメラクラブ・蓮根サークル

写真展

『運命』で聴き比べる演奏スタイルの変遷

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）

防災展 10/1～10/7

絵本館展 10/9～10/15


