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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

2月のテーマ展示書名 タイトルコード

製本大全　裁つ、折る、綴じ
る。知っておきたい全技術

フランツィスカ・
モーロック

グラフィック社 022.8 1000050274517

趣味と出会う
～素敵な毎日～

毎日に彩りを加える趣味を始めませんか？

「土地と財産」で読み解く日本史 大村　大次郎 PHP研究所 210.1 1000050272790

9日（日）～14日（金） 元気 読むと元気が湧いてくる図書を集めました。

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ ポプラ社 Y15 1000050276979

2日（日）～7日（金）

メッセージ
本から皆さんへ。
たくさんのメッセージをお届けします。個人開発のためのWebサービス

公開マニュアル
難波　聖一 秀和システム 547.4 1000050281763

23日（日）～28日（金） Hot　ひといき 心もからだもHotになる作品をお楽しみください。

イラストで見る世界の食材文化
誌百科

ジャン＝リュッ
ク・トゥラ＝ブレ
イス

原書房 383.8 1000050277126

16日（日）～21日（金）

なんとかする工作 青木　亮作 玄光社 750.4 1000050274304

人間力とホスピタリティを極め
る心からの接遇

箕輪　由紀子 ごま書房新社 673 1000050277201

バッハ×ヴィオラ・ダ・ガンバ 小池　香織 DEハ 3000050004923

1日～29日

図書館員お薦めのCD 恒例！図書館員イチオシのCD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

ヴォイストレーニング大全 福島　英 リットーミュージック 809.2 1000050276964

1日～29日

ドリフトウッド ミスティーズ DLミ 3000050005217

1日～29日
祝賀の雅楽
～萬歳楽・越天楽～

伶楽舎 DSレ 3000050005183

しゅっぱつ！
せかいいっしゅう

本を開いて、世界旅行へ出かけよう♪

調べてみよう
芸術

「芸術」という言葉から何が浮かびますか？
奥深い芸術について調べてみよう。

２０２０年

2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
学習席（視聴覚室）の設置について

2月の学習席は、8日（土）・11日（火）に実施いたします。

開催日：イベント等で会場を使用しない土・日・祝日

利用時間：13時～20時 席数：16席 利用手続：当日カウンターへ

対象：どなたでも・PCも利用可能（電源の提供不可）

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。

京ことばで聴く「源氏物語」～薄雲の巻～
中井和子著『現代京ことば訳源氏物語』を、俳優・山下智子氏に朗読していただきます。

日時：3月9日（月）14：30～16：00

場所：蓮根集会所（蓮根図書館となり） 定員：50名（中学生以上）

受付：2月1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。



 

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 はすねサロン

講演会 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

学習席 休館日 懇談会 おはなし会 学習席 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

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 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『花の百名山20　雲仙岳、大船山、祖母山、韓国岳、宮之浦岳』　（55分）

綺麗な山の風景と花の様子をお楽しみください。
りんりん

　  14時からは・・・【児童向け】
2 3

1

『なかよしおばけ　おばけ空をとぶ』　（49分）　　　　　　彩波会作品展　1日（土）～7日（金） 学習席
個性的でキュートなおばけたちがドタバタ騒動を繰り広げます。

4 5 6 7 8

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 15

折り紙講習会 学習席 おはなし会 二次利用

9 10 11

2216 17 18 19 20 21

かるがもタイム
ブックトーク

赤ちゃんおはなし会

23 24 25 26 27 28 29

二次利用 休館日 二次利用 おはなし会

「のりものの絵本」展　21日（金）～27日（木）

おはなし会

おはなし会

8日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

3月の蓮根図書館

《2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） 2月15日（土）・16日（日）・18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。）

《2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：7日（金）・21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：2月1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：2月22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「しんぶんしであそぼう」です。

「乗り物」をテーマに世界各国の絵本を展示します。

ぜひ、手に取ってご覧ください。

期間：2月21日（金）～2月27日（木）

場所：蓮根図書館・視聴覚室

絵画サークル 彩波会作品展
板橋区在住の画家、滝波明生氏の主宰する彩波（いろは）会の作品展です。

美しい絵画を堪能できます。ぜひ、ご覧ください。

期間：2月1日（土）～2月7日（金）

場所：蓮根図書館・視聴覚室

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

「のりものの絵本」展

けやきカメラクラブ作品展 1日（日）～11日（水）

けやきカメラクラブ・蓮根サークル

写真展
けやきカメラクラブ・蓮根サークルの方々が撮影した作品を展示します。

撮影者の心がこもった作品をお楽しみください。

期間：3月1日（日）～3月11日（水） 場所：蓮根図書館・視聴覚室

蓮二小展示 22日（日）～30日（月）


