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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

1月のテーマ展示書名 タイトルコード

情報銀行のすべて 花谷　昌弘 ダイヤモンド社 007.3 1000050269180

和 和を感じる本を集めました。お楽しみください。

大宅壮一の「戦後」 阪本　博志 人文書院 289.1オ 1000050271366

12日（日）～17日（金） 法則 自分だけの法則を見つけてみませんか？

ヒューマニズム考
人間であること

渡辺　一夫 講談社 113.3 1000050268632

5日（日）～10日（金）

さあ　冒険へ 本を開いて、冒険へ出かけましょう！

“よむ”お酒 パリッコ イースト・プレス 596.7 1000050268973

26日（日）～30日（木） ノンフィクション
事実は小説より奇なり…。様々なジャンルのノン
フィクションをご紹介します。

海を渡ったスキヤキ
アメリカを虜にした和食

グレン・サリバン 中央公論新社 383.8 1000050270800

19日（日）～24日（金）

ｅスポーツマーケティング 日経クロストレンド 日経ＢＰ 798.5 1000050270999

テレビ越しの東京史
戦後首都の遠視法

松山　秀明 青土社 699.6 1000050271372

シャンソンの声 エディット・ピアフ DJヒ 3000050004942

5日～30日

おめでとうございます！ 新年を美しい音楽で彩りましょう。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

41歳の東大生 小川　和人 草思社 916オカ 1000050267066

5日～30日

タルヴィユエ～冴ゆる宵闇 ソナタ・アークティカ DLソ 3000050004954

5日～30日
柳家小三治4
［厠火事］・［品川心中］

柳家小三治 DVヤ 3000050004952

はすね食堂へようこそ
いらっしゃいませ！
食事が楽しくなる絵本を集めました。

調べてみよう
昔のこと

皆さんが生まれる前の世界を調べてみよう。

２０２０年

１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

あけましておめでとうございます。新しい年がスタートしました。

2020年はオリンピック・パラリンピックの開催があり、にぎやかな年になりそうです。

今年もより一層のご利用をよろしくお願いいたします。

閲覧席の増設について

閲覧席増設のご要望をいただき、9月～11月のイベント等が実施されていない

土・日・祝日の午後に、試験的に視聴覚室内に学習席を設置いたしました。

その実績等を含めて今後の運用について検討した結果、同様の内容で

継続することにいたしました。運用方法は下記の通りです。

開催日：イベント等が実施されていない土・日・祝日 利用時間：13時～20時 席数：16席

対象：どなたでも・PCも利用可能（電源の提供不可） 利用手続：当日カウンターへ

設置日は館内掲示、館報、蓮根図書館フェイスブック等にてお知らせいたします。

※1月の実施はありません。2月は8日（土）・11日（火）です。



日 月 火 水 木 金 土

1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

かるがも 学習席
おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

講習会 学習席 おはなし会 二次利用

16 17 18 19 20 21 22

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

23 24 25 26 27 28 29

おはなし会

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『日本無声映画名作館8　－鞍馬天狗（前後編）－活弁トーキー版』　（72分）

嵐寛寿郎演じる鞍馬天狗が敵をなぎ倒す痛快時代劇。
年末年始休館

　  14時からは・・・【児童向け】
5 6 7

1 2 3 4

8 9 10 11
『まんが日本昔ばなし14　雪女、岩屋の娘、かしき長者、ソラ豆の黒いすじ』　（50分）　　　　　　公文書館写真展・いたばしと東京オリンピック　5日（日）～13日（月）

日本の昔話たっぷり4本立て！ご家族やお友達とお楽しみください。
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

12 13 14

おはなし会 二次利用

15 16 17 18

25

講談会

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会
かるがもタイム

19 20 21 22 23 24

ブックトーク
赤ちゃんおはなし会

26 27 28 29 30 31

日本語講座 おはなし会 休館日

おはなし会

11日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

2月の蓮根図書館

《1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） 1月18日（土）・19日（日）・21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。）

《1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：10日（金）・24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：12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：1月25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「つくえのうえでかんたんゲー
ム」です。

過去の東京オリンピック開催は・・・ 公文書館資料で振り返ります。

期間：1月5日（日）～1月13日（月）

場所：蓮根図書館・視聴覚室

～声に出せば、ますます楽しい日本語講座～

「一字違いの語彙力」から
大東文化大学准教授山口謠司氏を迎え、著書を基に日本のことばについて伺います。

日時：令和2年1月26日（日）14：00～15：30 場所：蓮根図書館・視聴覚室

講師：山口謠司氏 対象：どなたでも 定員：20名

受付：12月20日（金）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第、お申し込みを終了させていただきます。

1月のりんりんおはなし会はお休みです。

次回は2月1日（土）です。

板橋区公文書館所蔵写真展

いたばしと東京オリンピック

彩波会作品展 1日（土）～7日（金）

絵本館資料展 21日（金）～27日（木）

折り紙講習会
雑誌『月刊おりがみ』を出版している、日本折紙協会の講師巽照美氏を迎えて行います。

日時：令和2年2月9日（日）14：00～15：30

場所：蓮根図書館・視聴覚室 定員：18名

受付：1月11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、お申し込みを終了させていただきます。


