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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

8月のテーマ展示書名 タイトルコード

天皇皇后両陛下が受けた特別講義
KADOKAWA
／編

KADOKAWA 041 1000050316747

教科書 色んな教科書を読んで、基本のおさらいをしましょう♪

グラフのウソを見破る技術
アルベルト・
カイロ

ダイヤモンド社 350.1 1000050318057

9日（日）～14日（金） 言葉の雨 雨のように言葉を浴びる体験をしてみませんか？

贈与の系譜学 湯浅　博雄 講談社 104 1000050320116

2日（日）～７日（金）

感染症
医師や研究者が書いた感染症に関する本と、作家が感染症
を題材にして書いた小説を集めてみました。日本の海と暮らしを支える海の

地図
八島　邦夫 古今書院 557.7 1000050314625

23日（日）～28日（金） 宇宙への扉 知っているようで、あまり知らない。魅惑の宇宙へ
ご案内します。

読むサウナ美人 まんきつ／絵 主婦の友社 498.37 1000050318290

16日（日）～21日（金）

オペラがわかる101の質問 ザビーネ・ヘン
ツェ＝デーリング

アルテス
パブリッシング 766.1 1000050316928

「だし」再発見のブランド戦略 高津　伊兵衛 PHP研究所 667.2 1000050317938

バルバラ～ベスト・セレクション バルバラ DJハ 3000050006632

1日～30日

聴いて楽しむ夏 夏を楽しく過ごせる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

ぼくが13人の人生を生きるには
身体（からだ）がたりない。

ｈａｒｕ 河出書房新社 916／ハル 1000050316547

1日～30日

バッド・ブラッド ヒーロー DLヒ 3000050006612

1日～30日
三代目　三遊亭金馬
ベスト落語集

三遊亭金馬 DVサ 3000050005089

絵本テーマ展示
むかしむかしのおはなし 絵本を使ってむかしむかしへタイムスリップ！

作家別テーマ展示
長新太

独自の世界観を作り上げた長新太の作品をご紹介し
ます。

２０２０年

８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

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皆様による作品を展示します。

期間：8月28日（金）～9月9日（水）

場所：蓮根図書館 視聴覚室

板橋区公文書館所蔵資料展

板橋の歴史～街の記憶で振り返る～
公文書館所蔵の資料から、板橋の歴史を振り返ります。

期間：8月20日（木）～8月26日（水）

場所：蓮根図書館 視聴覚室



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

おはなし会 りんりん

6 7 8 9 10 11 12

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会

20 21 22 23 24 25 26

かるがも

講習会 休館日 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『レニングラード　900日の大包囲戦』（110分）　

第二次世界大戦中、900日の攻防戦を描いた戦争アクションです。調べる相談会

1

りんりんおはなし会
　  14時からは・・・【児童向け】

2 3 4 5 6 7 8
『きもだめしのばん　日本のおばけ話』（15分）「さかなの絵本」展　8/4（火）～8/10（月）

『うっかりペネロペ　みんなともだち編』（30分）
工作会 おはなし会 名画劇場

15

おはなし会

9 10 11 12 13 14

かるがもタイム
赤ちゃんおはなし会

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

休館日 おはなし会 ブックトーク

赤ちゃんおはなし会

30 31

29
公文書館展　8/20（木）～8/26（水）

夏のスタンプラリー　8/22（土）～9/22（火）

おはなし会
かるがもタイム

休館日

おはなし会

8日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

9月の蓮根図書館

《8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（蓮根図書館リフレッシュコーナー）

保存期間が過ぎた雑誌等を、利用者へ提供しています。

（再開にあたり提供方法が変更になります。詳しくは館内掲示等をご確認ください。）

《8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：14日（金）・28日（金）11：00～
場所：視聴覚室または児童コーナー

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：8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：8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「えかきうた」です。

夏のスタンプラリー
絵本や紙芝居を借りて、クイズが書かれたシールを集めよう！

5枚集めてクイズに答えると、がんばったで賞が貰えます。

台紙は図書館のカウンターで配布します。

ご参加お待ちしています☆
期間：8月22日（土）～9月22日（火）

けやきカメラクラブ写真展 8/28～9/9

夏のスタンプラリー 8/22～9/22

調べる学習コンクール入賞作品レプリカ展 ～8/1（土）

けやきカメラクラブ写真展 8/28（金）～9/9（水）

いたばしボローニャ子ども絵本館資料展

「さかなの絵本」展
「さかな」をテーマに外国の絵本を展示します。

期間：8月4日（火）～8月10日（月）

場所：蓮根図書館視聴覚室

二次利用 サービス提供方法の変更と再開のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止しておりました『二次利用サービス』を

8月から再開いたします。安全に提供できるよう今後は下記の方法で提供いたします。

実施期間：令和2年8月21日より再開 提供方法：不定期

実施場所：蓮根図書館リフレッシュコーナー

※同日の資料の補充はありません。提供資料のご質問にはお答えできません。

ご理解とご協力をお願いいたします。


