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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

10月のテーマ展示書名 タイトルコード

モアイの白目
目と心の気になる関係 小林　洋美 東京大学出版会 141.2 1000050249254

言葉の力 言葉をじっくり味わうような読書をしてみませんか？
吃音と就職
先輩から学ぶ上手に働くコツ 飯村　大智 学苑社 366.2 1000050249736

6日（日）～11日（金） サバイバル あらゆる困難に立ち向かい、乗り越えるには？
生き延びるサバイバル術をご紹介します。

南の島のよくカニ食う旧石器人 藤田　祐樹 岩波書店 219.9 1000050249498

9月29日（日）～10月4日（金）

未来・これから 未来について考えるきっかけになる図書を集めました。

日本アイスクロニクル アイスマン福留 辰巳出版 588.3 1000050245272

20日（日）～25日（金） アンソロジー 様々な作家に出会えるアンソロジーをご案内します。
あの作家の意外な一面に出会えるかも…。

古生物食堂 土屋　健 技術評論社 457.8 1000050247281

13日（日）～18日（金）

放課後の文章教室 小手鞠　るい 偕成社 Y81 1000050243071

カキ・ホタテガイの科学 尾定　誠 朝倉書店 666.7 1000050244379

ローリング・ペイパーズ2
ジャパン・エディション

ウィズ・カリファ DNカ 3000050004797

1日～30日

秋の夜長のクラシック音楽 心地良い秋に素敵な音楽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

図鑑世界の文学者 ピーター・ヒューム 東京書籍 902.8 1000050242356

1日～30日

岸　洋子
カンツォーネ　ベスト

岸　洋子 DPキ 3000050004733

1日～30日
「それいけ！アンパンマン」
えいごでうたおう 大里　菜桜 DYソ 3000050004598

こんなおしごとしって
る？

様々な仕事をテーマにした図書を集めました。

調べてみよう　仕事 将来やってみたい仕事について調べてみよう！
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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

お子さま向けにスタンプラリーとクイズラリーを、大人向けにクイズラリーを実施します。

区立図書館12館を巡ってプレゼントをゲットしよう！

期間：10月22日（火）～11月30日（土） 場所：板橋区立図書館全館

※休館日および特別整理期間はご利用になれませんので、ご注意ください。

板橋区立図書館 スタンプラリー・クイズラリー

大すき!!おすすめ絵本
みなさんからのおすすめ絵本をあつめて展示します。

好きな絵本のタイトルを書いて教えてください。

【アンケートの期間】10月1日（火）～10月23日（水）

【展示の期間】10月30日（水）～11月7日（木）



日 月 火 水 木 金 土
1 2

おはなし会 りんりん

3 4 5 6 7 8 9

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

絵本づくり

17 18 19 20 21 22 23

読み語り 二次利用 かるがも

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会 はすねサロン 赤ちゃん ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

おはなし会 朗読会

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『花の百名山19　蒜山･三嶺･東明石山･石鎚山･多良岳』（55分）　　防災展　10/1（火）～10/7（月）

　日本の山に咲く美しい花をご堪能下さい。
おはなし会 りんりんお話会

1 2 3 4 5

　  14時からは・・・【児童向け】
6 7 8 9 10 11 12

『彦一とんちばなし』（18分）　『くじらぐも』（11分）　『白いぼうし』（12分）「鳥の絵本」展　10/9（水）～10/15（火）
大すき!!おすすめ絵本アンケート期間　10/1（火）～10/23（水）

　今月はたっぷり3本立て！楽しいお話を見に来てください♪
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

19

絵本づくり講座 おはなし会

13 14 15 16 17 18

二次利用

20 21 22 23 24 25 26

二次利用 赤ちゃんおはなし会

27 28 29 30 31

板橋区立図書館クイズラリー・スタンプラリー　10/22（火）～11/30（土）

楽話の会 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

図書館員の選ぶ100冊　10/27（日）～11/9（土）

絵本づくり講座 はすねサロン おはなし会 休館日

特別整理期間　11/11（月）～11/16（土）

期間：10月1日（火）～10月7日（月）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

おはなし会

12日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

11月の蓮根図書館

《10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） 10月19日（土）・20日（日）・22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。）

《10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：11日（金）・25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：10月5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：10月26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「紙ひこうき」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：10月29日（日）11：30～12：00 場所：蓮根図書館・視聴覚室

蓮根図書館 防災展

高めよう自助力

はすねサロン

いたばしボローニャ

子ども絵本館資料展

「鳥の絵本」展
期間：10月9日（水）～10月15日（火）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

大すき！おすすめ絵本展 10/30（水）～11/7（木）

創作グループ楽話 発表会
手作りの本や紙芝居を作っているグループ「創作グループ楽話」の

作品展示とお話会です。お気軽にご参加ください。

日時：10月20日（日）13：30～14：30 場所：蓮根図書館 視聴覚室

内容：創作紙芝居・絵本など ☆0歳から大人まで楽しめます☆

図書館員の100冊 10/27～11/9

おすすめ絵本展 10/30～11/7

クイズラリー・スタンプラリー 10/22～11/30


