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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

12月のテーマ展示書名 タイトルコード

本の索引の作り方 藤田　節子 地人書館 021.4 1000050262418

イノベーション 様々な場面の中にある“イノベーション”！
明日から少し世界が変わってみえるかも知れません。

日本合戦図典
（イラストで時代考証） 笹間　良彦 雄山閣 210.19 1000050047860

8日（日）～13日（金） 磨けば光る
ありふれたものでも、磨いてみると意外な魅力が引き出され
るかも！

列島祝祭論 安藤　礼二 作品社 162.1 1000050261991

1日（日）～6日（金）

嘘
ほんのささいな嘘だったのに…。嘘から広がるストーリをお
楽しみください。

台風予測の最前線 中澤　哲夫 成山堂書店 451.5 1000050263750

22日（日）～27日（金） 発進！YA部 発進！YA部2019年冬号の発行に伴い、関連する図書を
ご紹介します。

働く人のための感情資本論 山田　陽子 青土社 366.9 1000050263730

15日（日）～20日（金）

「地域の人」になるための8つ
のゆるい方法

河井　孝仁 彩流社 601.1 1000050262052

15秒から始めるウケるスマホ動
画入門

戸田　覚 青春出版社 547.4 1000050263672

フランソワ・クープラン：
ヴィオルのための音楽

平尾　雅子 DEク 3000050000408

1日～28日

年の瀬・クリスマス クリスマスや年末に楽しめるCDを集めました。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

国宝ロストワールド　写真家た
ちがとらえた文化財の記録

岡塚　章子 小学館 709.1 1000050264068

1日～28日

ローズ・アヴェニュー ジョエル・ラファエル DLラ 3000050004773

1日～28日

ファインディング・ガブリエル ブラッド・メルドー DMメ 3000050004798

メリー・クリスマス クリスマスにぴったりな絵本をご紹介します。

調べてみよう！
日本の文化

素敵な日本の文化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

年末年始休館のお知らせ

板橋区立図書館は12月29日（日）～1月4日（土）の間、全館で休館いたします。

図書の返却はブックポストをご利用ください。※舟渡ブックポストは12月29日（日）～

1月4日（土）の間はご利用できませんのでご注意ください。

はすね講談会
板橋在住の講談師・神田織音さんによる講談会です。

日時：令和2年1月19日（日）14：30～16：00 場所：蓮根集会所

出演：神田織音氏 対象：中学生以上 定員：50名

受付：12月11日（水）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。



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

12 13 14 15 16 17 18

おはなし会 二次利用

19 20 21 22 23 24 25

講談 懇談会 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

26 27 28 29 30 31

講座 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

『新学期・操行ゼロ』　　　　　（44分）

　自由奔放な中学生と硬直した大人を対比して描いたジャン・ヴィゴ監督の代表作。
絵本づくり 振替休館日 おはなし会 りんりんおはなし会

2 3 4 5 6 7

　  14時からは・・・【児童向け】
8 9 10 11 12 13 14

『NHKこどもにんぎょう劇場１（日本編）かさじぞう、金の斧、じゅげむじゅげむ』　（45分）　　　　　　ボローニャ子ども絵本館クリスマス絵本展　12/1（日）～12/25（水）

18 19 20 21

　日本のお話を人形劇で楽しみましょう！
押し花講習会 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

15 16 17

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

ストーリーテリング

クリスマス会 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

29 30 31

年末年始休館

年末年始休館

今回は大きな画面を使っておはなしを読んだり、歌を歌ったり

します。ご家族やお友達と一緒に、お気軽にご参加ください。

日時：12月22日（日）15：00～

場所：蓮根図書館・視聴覚室

☆当日直接会場へお越しください☆

おはなし会

14日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

1月の蓮根図書館

《12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） 12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。）

《12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：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：12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「なぞなぞ」です。

クリスマス会

こどもむけ ストーリーテリング
ストーリーテリングとは、絵本や紙芝居を使わない聴くだけのおはなし会です。

いつもと違うおはなし会で、言葉の楽しさを体験しませんか？

日時：12月22日（日）10：30～11：30

場所：蓮根図書館・視聴覚室 語り：板橋おはなしの会

～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。

公文書館資料展 1/5～1/13

ボローニャ子ども絵本館

クリスマス絵本展
ボローニャ子ども絵本館所蔵の

世界のクリスマス絵本を展示します。

期間：12月1日（日）～12月25日（水）

場所：児童室前


