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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

児童書

請求記号

CD

10月のテーマ展示書名 タイトルコード

埼玉の狛犬
埼玉の狛犬製作
委員会／編

さわらび舎 175.5 1000050327177

時代さんぽ 本のタイムマシーンに乗って、いろんな時代へお散歩
に行きましょう♪

男との付き合い方がわからない 水谷　緑 大和書房 367.5 1000050331176

4日（日）～9日（金） 歳をかさね
どうせかさねる歳ならば、今の自分にいい日々を
かさねたい。

サムライ留学生の恋 熊田　忠雄 集英社インターナショナル 281.0 1000050329212

9月27日（日）～10月2日（金）

果物 読んで味わう果物、集めました！
パッションフルーツ
プロから家庭栽培まで

米本　仁巳 農産漁村文化協会 625.8 1000050331312

18日（日）～23日（金） 贅沢 さまざまな贅沢があるものです。

岸壁採集！漁港で出会える幼魚
たち

鈴木　香里武 ジャムハウス 481.7 1000050329742

11日（日）～16日（金）

距離～ディスタンス～ 心も体もあなたに合う距離を見つけよう。

「やさしい日本語」表現事典 庵　功雄／編著 丸善出版 810.7 1000050327398

2マスあきから始める詰めオセロ
100問ドリル

日本オセロ連盟／監修 つちや書店 795.8 1000050329572

25日（日）～30日（金）

Dream Songs:The Essential
Joe Hisaishi

久石　譲 DHト 3000050006512 1日～31日

いただきます♪ 思わずお腹が空いてしまう絵本をご紹介します。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

人生は驚きに充ちている 中原　昌也 新潮社 918.6 1000050332747

1日～31日

デディケイティッド・サイドB カーリー・レイ・ジェプセン DOシ 3000050006829

1日～31日

「名探偵コナン」テーマ曲集6 倉木　麻衣　　　他 DYメ 3000050006434

作家別『かこさとし』
子ども達にたくさんの物語を届けてくれた『かこ
さとし』の特集です。

秋の夜長のクラシック
音楽

芸術の秋にぴったりなクラシック音楽をお楽しみ
ください。

２０２０年

１０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

大すき!!おすすめ絵本

おはなし会で読んだ絵本展
蓮根図書館で行っている様々なおはなし会で

紹介した絵本を展示します。ぜひお立ち寄りください。

期間：11月18日（水）～11月25日（水）

場所：蓮根図書館視聴覚室

蓮根図書館からのお願い
日の入りが早まり、上着を羽織りたくなる季節になってきました。図書館では引き続き感染対策を行っています。

・館内ではマスクをご着用ください。 ・入館の際は、手指の消毒や手洗いをお願いします。

・体調が優れない場合は来館をご遠慮ください。 ・他の方との距離を空けてください。

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日 おはなし会 りんりん

8 9 10 11 12 13 14

かるがも

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

22 23 24 25 26 27 28

かるがも

おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

29 30

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

『ジャンヌ・ダーク』（145分）　　ねずみの絵本展　10/1（木）～10/7（水）

神の声を聞き、祖国フランスのために命を投じた少女の物語です。
りんりんお話会

　  14時からは・・・【児童向け】

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

10
『ＮＨＫこどもにんぎょう劇場5（世界編）

　マッチうりの少女・みにくいあひるの子・けものの城』（45分）
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

4 5 6 7 8 9

絵本づくり講座 おはなし会

24

絵本づくり講座 休館日 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

18 19 20 21 22 23

31
図書館員の選ぶ１００冊　10/27（火）～11/9（月）

板橋区立図書館スタンプラリー　10/27（火）～11/9（月）

絵本づくり講座 おはなし会

25 26 27 28 29 30

おはなし会

10日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

11月の蓮根図書館

《10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）

《10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：9日（金）・23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：10月3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：10月24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。

今年のスタンプラリーはビンゴ形式！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：10/27（火）～11/9（月） 場所：板橋区立図書館

※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。

※中央図書館は11/1（日）からは一部開館（窓口のみの利用）ですが、

スタンプラリーは対応しています。

ねずみの絵本展

板橋区立図書館スタンプラリー

図書館員の選ぶ100冊 10/27～11/9スタンプラリー 10/27～11/9

二次利用のサービス提供方法を変更しました。

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。

「ねずみ」をテーマに様々な絵本を展示します。

展示している絵本は全て借りられます。

期間：10月1日（木）～10月7日（水）

場所：蓮根図書館視聴覚室

図書館員の選ぶ100冊
～ラストページまで駆け抜けて～

清水・蓮根・西台・志村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（火）～11月9日（月）

おはなし会で読んだ絵本展 11/18～11/25


