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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

11月のテーマ展示書名 タイトルコード

文庫本は何冊積んだら倒れるか
ホリイのゆるーく調査

堀井　憲一郎 本の雑誌社 020.4 1000050256220

“継ぐ” 平成から令和へ。天皇の皇位継承から、“継ぐ”というテー
マに着目しました。

偉人たちの辞世の句
もっと知りたい日本史（のこと）

若林　良 辰巳出版 281.0 1000050257029

3日（日）～8日（金） レッツ・トライ！やって
みよう行ってみよう

やりたいことや行ってみたい場所へ思い切って踏み出そう！

お寺という場のつくりかた
地域とともに未来をひらく

松本　紹圭 学芸出版社 187.6 1000050254812

10月27日（日）～11月1日（金）

なつかしい記憶 誰かと「懐かしいね」と共感したくなる図書を集めました。
紅茶セラピー
世界で愛される自然の万能薬

斉藤　由美 ワニブックス 498.58 1000050256632

24日（日）～29日（金） 本、大好き 本好きな、あなたの為に選びました。

芝園団地に住んでいます　住民の半分
が外国人になったとき何が起きるか 大島　隆 明石書店 365.3 1000050256974

19日（火）～22日（金）

あなたの猫が7歳を過ぎたら読む本 山本　宗伸 東京新聞 645.7 1000050255150

＃自分映えメイク
メイクでなりたい私になる

元美容部員和田さん。 KADOKAWA 595.5 1000050256749

ナポリとパリのそよ風 クリストフ・ランピデキア DHラ 3000050004761

1日～30日

秋を感じて… 音から秋を感じる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

ファンタジーの世界地図
ムーミン谷からナルニア国、ハリー・
ポッターまで

ヒュー・ルイス＝ジョーンズ 東京堂出版 902.3 1000050256458

1日～30日

PACIFIC クレイジーケンバンド DPク 3000050004891

1日～30日

耳できく万葉秀歌 原田光玲子（吟詠）　他 DXミ 3000050004826

本のタイムマシーンに
のって

本というタイムマシーンに乗って、過去や未来へお
出かけしませんか？

調べてみよう
動物

好きな動物や身近な動物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

枯葉舞い散る季節となり、少しずつ冬が近づいてまいりました。

さて、今月は蓮根図書館で特別整理期間があります。11/11（月）～11/16（土）の

間は休館となります。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

ひとり読み語りしばい 「父と暮せば」
天のたつし氏を迎え、井上ひさし・作「父と暮せば」を上演します。

日時：11月17日（日）14：30～16：00（14：15会場）

場所：蓮根集会所 対象：どなたでも 定員：50名

受付：10月19日（土）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

絵本づくり 振替休館日 おはなし会 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

かるがも

押し花 おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会 二次利用

22 23 24 25 26 27 28

素話の会 かるがも
クリスマス会 二次利用 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『世界・美の旅13　ベラスケス～素顔の宮廷画家～』

『世界・美の旅14　ゴヤ～魅惑のマハ～』　　　　　　（計60分）
りんりんお話会

1 2

　  14時からは・・・【児童向け】
3 4 5 6 7 8 9

『世界名作アニメ4　～クオレ愛の学校～』　　　　　　（44分）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）

12 13 14 15 16

図書館員の選ぶ100冊　10/27（日）～11/9（土）
　愛と誠実に満ちた素晴らしい物語をご覧ください。大すき！おすすめ絵本展　10/30（水）～11/7（木） かるがもタイム 名画劇場おはなし会 赤ちゃんおはなし会

10 11

絵本づくり講座 特別整理期間　11/11（月）～11/16（土）

17 18 19 20 21 22 23

ブックトーク
読み語り 休館日 二次利用 二次利用 はすねサロン かるがもタイム

絵本づくり講座
二次利用 おはなし会 赤ちゃんおはなし会

24 25 26 27 28 29 30

おはなし会 朗読会

年末年始休館

清水・蓮根・志村・西台図書館に勤務している図書館員が、皆さんにおすすめしたい本を選び、

リストを作成しました。読書の参考に、ご活用ください。

期間：10月27日（日）～11月9日（土）

おはなし会

9日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

12月の蓮根図書館

《11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） 11月17日（日）・19日（火）・20日（水）

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。）

《11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：8日（金）・22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：11月2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：11月23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「クリスマスのかざりをつくろ
う」です。

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。

図書館員の選ぶ100冊
～おかえり、栞の場所で待ってるよ～

板橋区立図書館 スタンプラリー・クイズラリー

はすねサロン
尺八の演奏と、尺八や音楽にまつわるお話を

伺います。お気軽にお越しください。

日時：11月21日（木） 11：00～11：30

場所：蓮根図書館 視聴覚室

演奏：細矢富栄 氏

赤ちゃんおはなし会スペシャル

親子読み聞かせ講座
絵本を読むことの大切さや選び方など

読み聞かせを交えながら、お話します。

出入り自由ですので、お気軽にご参加ください。

日時：11月8日（金） 11：00～12：00

場所：視聴覚室 定員：10名（予約不要）

講師：神保和子 氏


