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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

請求記号

CD

DPウ 3000050006401

宮西達也作品の優しさと思いやりあふれる物語をお
楽しみください。

ハード・レイン テンダーロニアス DMテ 3000050006593

1日～29日 昨年度受け入れたCDから
昨年度受け入れたCDから、おすすめのタイトルを
ご紹介します。

オリオンブルー Uru

1日～29日 作家別『宮西達也』

「街小説」読みくらべ 都甲　幸治 立東舎 910.26 1000050327312 児童書（絵本展示）

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

攻殻機動隊SAC＿2045 陣内　一真 DHコ 3000050006749

1日～29日 ふしぎなせかいへようこそ

世界でいちばん素敵な大和言葉
の教室

吉田　裕子／監修 三才ブックス 810.4 1000050325381

野球帽大図鑑 綱島　理友 朝日新聞出版 783.7 1000050319487

ワクワクドキドキ！ふしぎなせかいへご案内します。

達人 あらゆる分野の達人の世界を覗いてみませんか？

増田さんちの昭和レトロ家電 増田　健一 山川出版社 545.8 1000050325095

20日（日）～25日（金） ファミリー 色々な家族のカタチがあるんです。

佐々木敏の栄養データはこう読む！
第2版 佐々木　敏

女子栄養大学
出版部

498.55 1000050319473

13日（日）～18日（金）

地球で生きる 地球で生きるために必要なこととは…

チャイナドレス大全 謝　黎 青弓社 383.1 1000050323056

6日（日）～11日（金） 認知症を知ろう
9月21日の世界アルツハイマーデーに関連する
資料を集めました。

これならわかる沖縄の歴史Q&A
第2版

楳沢　和夫 大月書店 219.9 1000050315790

8月30日（日）～9月4日（金）

9月のテーマ展示書名 タイトルコード

あの頃、雑誌は輝いていた！ 塩澤　実信 展望社 051 1000050325456

２０２０年

９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

残暑厳しい9月となりました。ご来館の際は、引き続き感染予防対策へのご協力をよろ

しくお願いいたします。

気軽に遠出ができないご時世ですが、本の世界への扉はいつでも開いています。

図書館の本から、色々な世界へお出かけしてみませんか？

オリジナル絵本を作ってみませんか♪

日時：10月11日（日）・10月18日（日）・10月25日（日）【全3回】

13：30～15：30 場所：蓮根図書館視聴覚室

対象：区内在学・在住の小学生 定員：10名

受付：9月1日（火）9：00から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。

小学生向け

絵本づくりワークショップ



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

おはなし会 りんりん

4 5 6 7 8 9 10

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

絵本づくり おはなし会

18 19 20 21 22 23 24

かるがも

絵本づくり 休館日 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

25 26 27 28 29 30 31

絵本づくり おはなし会

27 28 29 30

休館日

ビスケット講座 振替休館日

20 21 22 23 24 25 26

かるがもタイム
ブックトーク

赤ちゃんおはなし会

おはなし会

　みんなの人気者、ミッキーマウスのお話です。
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

1913 14 15 16 17 18

けやきカメラクラブ写真展　8/28（金）～9/9（水）
　恋、義理、人情、チャンバラが揃った痛快時代劇をお楽しみください。

おはなし会 りんりんお話会

1 2 3 4 5

　  14時からは・・・【児童向け】
6 7 8 9 10 11 12

『ミッキーマウス②』（65分）　

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『次郎長三国志　大馬鹿者でござんす。』（126分）　　夏のスタンプラリー　8/22（土）～9/22（火）

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

おはなし会

12日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

10月の蓮根図書館

《9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。提供方法は不定期です。

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。

《9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：11日（金）・25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：9月5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：9月26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「かみひこうき」です。

日本で開発されたプログラミングツール「Viscuit（ビスケット）」の講座です。

日時：9月22日（火）14：00～15：30（開場 13：45～） 対象：小学生

場所：蓮根図書館視聴覚室 定員：8名（保護者同伴可）

受付：9月1日（火）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。

けやきカメラクラブ・蓮根サークル

写真展

たのしいプログラミング教室

みんなでViscuit （ビスケット）

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）

二次利用のサービス提供方法を変更しました。

板橋区立図書館スタンプラリー 10/27～11/9
図書館員が選ぶ100冊 10/27～11/9

ねずみの絵本展 10/1～10/7


