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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

7月のテーマ展示書名 タイトルコード

知的創造の条件 吉見　俊哉 筑摩書房 002 1000050315011

人生コレクション 古今東西の人生を集めました。

地図で読むアメリカ
ジェームス・
M・バーダマン

朝日新聞出版 295.3 1000050311675

5日（日）～10日（金） 極める 興味のあることをとことん極めてみませんか？

宗教別おもてなしマニュアル 島田　裕巳 中央公論新社 165.4 1000050314533

6月28日（日）～7月3日（金）

世界一周　本の旅 本と一緒に世界一周旅行へ出発！

外来アリのはなし 橋本　佳明 朝倉書店 486.7 1000050313692

19日（日）～24日（金） おうちでエンタメ！ 新たな楽しみみつけてください！

大学教授が、「研究だけ」して
ると思ったら、大間違いだ！

斎藤　恭一
イースト・プ
レス

377.1 1000050313693

12日（日）～17日（金）

食す 食べること、食べるものに関する図書を集めました。

キネマの玉手箱 大林　宣彦 ユニコ舎 778.2 1000050313563

不思議なお菓子レシピ
サイエンススイーツ

太田　さちか マイルスタッフ Y59 1000050312266

26日（日）～30日（木）

ニューイヤー・コンサート
2020

アンドリス・ネルソンス指揮
ウィーンフィル

DBニ 3000050006475

1日～30日

吹奏楽の響き 様々な楽器が奏でる美しい音色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

学問としての翻訳
佐藤＝ロスベア
グ・ナナ

みすず書房 801.7 1000050313844

1日～30日

元唄（はじめうた）
～元ちとせ奄美シマ唄集～

元ちとせ DPハ 3000050005567

1日～30日
それいけ！アンパンマン
ベストヒット’20

ドリーミング　他 DYソ 3000050005584

絵本テーマ展示
友だち

時々けんかもするけれど、やっぱり仲良し！
大切な友だちに関する絵本をご紹介します。

作家別テーマ展示
せなけいこ

『ねないこだれだ』『おばけのてんぷら』…
全世代に人気のせなけいこ作品を集めました。

２０２０年

７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。

板橋区立図書館

小さな疑問？を大きな発見に！図書館員がお手伝いします♪

日時：7月19日（日）・8月1日（土）14：00～15：30

場所：蓮根図書館視聴覚室 対象：小学生 定員：各日5名

申込：7月4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。

調べる学習相談会

図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品展示会
「図書館を使った調べる学習コンクール」の板橋区での

入賞作品のレプリカ（平成26年度～令和元年度）を展示します。

期間：7月19日（日）～8月1日（土） 場所：蓮根図書館おはなし会視聴覚室

※期間中の7/19（日）・8/1（土）の12：00～16：00は、

「調べる学習相談会」開催のため入場できません。



日 月 火 水 木 金 土

1

相談会

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

工作会 おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

かるがも

おはなし会 赤ちゃん

16 17 18 19 20 21 22

休館日 おはなし会 ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

かるがも

おはなし会 赤ちゃん

30 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『カナディアンロッキー』　（59分）※変更になりました。

ロッキー山脈の雄大な景色をお楽しみください。
おはなし会 りんりんおはなし会

　  14時からは・・・【児童向け】

1 2 3 4

11
『ドナルド・ダック①』　　（57分）「ねこの絵本」展　7/7（火）～7/13（月）

怒りんぼな愛されキャラクター、ドナルド・ダックのお話です。
おはなし会

赤ちゃんおはなし会
名画劇場

5 6 7 8 9 10

かるがもタイム

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

おはなし会

かるがもタイム

26 27 28 29 30 31

25
調べる学習コンクール入賞作品レプリカ展　7/19（日）～8/1（土）

調べる相談会 休館日 おはなし会 一日図書館員
赤ちゃんおはなし会 親子で遊べる

ブックトーク

おはなし会 休館日

7/7（火）まで

児童室の入り口に

七夕の笹を飾ります。

ぜひ短冊にお願い事

を

キラキラテープでおもちゃを作ろう！ぜひきてね♪

日時：８月２日（日）★１回目13：30～ ★2回目15：00～

場所：蓮根図書館視聴覚室 対象：小学生（未就学児は保護者同伴可） 定員：各回8名

申込：7月10日（金）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

おはなし会

11日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

8月の蓮根図書館

《7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）

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。）

《7月の行事》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で楽しむブックトーク』

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：7月4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：7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「紙で遊ぶ」です。

「ねこ」をテーマに世界各国の絵本を展示します。

期間：7月7日（火）～7月13日（月）

場所：蓮根図書館視聴覚室

夏休み工作会

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

「ねこの絵本」展

1日図書館員
1日図書館員大募集！図書館の仕事を体験してみませんか？

日時：7月23日（木）8：30～11：30または14：00～17：00

★今年は午前と午後に行います。申し込みの時にお選びください。★

対象：小学校4年生から6年生まで 人数：各回4人

申込：7月1日（水）9：00より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

新型コロナウィルスによる感染拡大防止のため、中止いたします。

公文書館展 8/20～8/26

夏のスタンプラリー 8/22～9/22


