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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

11月のテーマ展示書名 タイトルコード

今日から使える！データサイ
エンスがよくわかる本

今西　航平 秀和システム 007.60 1000050333060

芸術の世界へ 本で芸術の世界へ出かけませんか。

新選組粛清録 伊東　成郎 河出書房新社 210.58 1000050336904

8日（日）～13日（金） ミステリーはお好き？ 秋の夜長にミステリー！

これからの仏教葬儀レス社会 櫻井　義秀 興山社 180.4 1000050335157

1日（日）～6日（金）

ジャポニズム 日本らしさ、日本人らしさって？

すごいエスカレーター 田村　美葉 エクスナレッジ 528.5 1000050341413

22日（日）～27日（金） 美しい 様々な美しさに触れて、心を潤しましょう。

わかりやすい賃貸住宅 吉田　杉明 自由国民社 324.8 1000050341118

15日（日）～20日（金）

文楽ナビ 渡辺　保 マガジンハウス 777.1 1000050342867

季節を楽しむボタニカルリース 唐津　攝子 ナツメ社 627.9 1000050342867

武蔵野音楽大学ウィンドアン
サンブルVol.23

武蔵野音楽大学ウインドアン
サンブル

DBム 3000050006768 1日～29日

ことばあそび ことばを使って色々な遊びをしてみよう！
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

忘却についての一般論
ジョゼ・エドゥア
ルド・アグアルー
ザ

白水社 969.3 1000050339219

1日～29日

仮定形に関する注釈 The　1975 DLナ 3000050006737

1日～29日

Ren'dez-vous 手嶌葵 DPテ 3000040009870

作家別『アーノルド・
ローベル』

『ふたりはともだち』など、心の機微を描いた物語を
お楽しみください。

図書館員が薦める秋の
CD

図書館員が選んだおすすめ作品をご紹介します。

２０２０年

１１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

中央図書館・いたばしボローニャ子ども絵本館

新館への移転・開館準備に伴うサービス休止について

一部開館 令和2年11月1日（日）～12月20日（日）
【利用できるサービス】予約受取・予約申込・返却・利用登録・

中央図書館の一部の新聞、雑誌（最新号のみ）の館内閲覧

【休止するサービス】中央図書館の資料の貸出、延長・資料の閲覧（書架への立入）・

閲覧席の利用・インターネット閲覧サービスコーナーの利用・

レファレンス・複写サービス・寄贈の申込・二次利用 など

※土曜日、日曜日、祝日の開館時間は、午前9時から午後5時までになります。

平日は、午前9時から午後8時までで変更ありません。

休館 令和2年12月21日（月）～令和3年3月27日（土）
全サービスを休止します。返却ポストもご利用になれません。



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

クリスマス会 休館日 おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】
1

『キング・ソロモン』　　　　　　（80分）スタンプラリー　10/27（火）～11/9（月）
図書館員の選ぶ100冊　10/27（火）～11/9（月）

アフリカの奥地で繰り広げられるアドベンチャーアクション！
休館日 おはなし会

2 3 4 5 6 7

りんりんお話会

　  14時からは・・・【児童向け】
8 9 10 11 12 13 14

『トムとジェリー①』　　　　　　（52分）

17 18 19 20 21
おすすめ絵本展～おはなし会でよんだ本～

仲良し？な２匹のドタバタ追いかけっこ。
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

15 16

休館日 おはなし会

22 23 24 25 26 27 28
11/18（水）～11/25（水）

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

29 30

休館日

年末年始休館日

おはなし会

14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） 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。

《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：13日（金）・27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7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28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作ろ
う」です。

板橋区立図書館スタンプラリー
今年のスタンプラリーはビンゴ形式！区立図書館に行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。

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）

おすすめ絵本展
～おはなし会でよんだ本～

おはなし会で読んだ絵本を展示します。展示している絵本は全て借りられます。

蓮根図書館では様々なおはなし会を開催しています。この機会にぜひご参加ください。

期間：11月18日（水）～11月25日（水）

場所：蓮根図書館視聴覚室

蓮根第二小学校絵本展 12/2～12/19


