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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

書名 タイトルコード
8月のテーマ展示

はじめてのClubhouseスタート
ガイド

吉岡豊 秀和システム 007.35 1000050401005

東京オリンピックにちなんで、オリンピックや東京
に関する特別展示です。

CHANEL BOOK
エマ・バクス
ター‐ライト

さくら舎 289.3/ｼ 1000050406084

8日（日）～13日（金） all over the world 世界で起こる出来事に興味津々！

フロイト、夢について語る フロイト 光文社 146.1 1000050406999

1日（日）～6日（金）

むすぶ むすんで、つなげましょう。

もっとディープに！カラス学 杉田昭栄 緑書房 488.9 1000050408679

どのアメリカ？ 阿川尚之
ミネルヴァ書
房

302.5 1000050407153

15日（日）～20日（金）

酒と作家と銀座 水口素子 大和書房 673.9 1000050407470

眉の本 レイナ 光文社 595.5 1000050409347

グレゴリオ聖歌集
ﾄﾞｯﾌﾟ神父・指揮/ﾎｰﾌﾌﾞﾙｸｶﾍﾟﾙ
ﾚ･ｺｰﾗﾙｽｺﾗ

DFク 3000050008687 1日～30日

ふしぎなせかい
いつもの毎日を飛び越えて「ふしぎなせかい」にご案
内します。タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

うん古典 大塚ひかり 新潮社 910.2 1000050405458

1日～30日

聴けばホッとリラックスできる音楽特集。

22日（日）～27日（金）
おばけ・妖怪・モンス
ター

夏の最後に納涼のひと時を…

六代目 三遊亭圓生 DVサ 3000050008589 1日～30日 こころを癒すひととき
を

堀内誠一
「ぐるんぱのようちえん」をはじめ、多彩な表現力
を持つ作家『堀内誠一』を特集します。

スタンダーズ4 中西保志 DPナ 3000050008593

２０２１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）

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

蓮根図書館からのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のご協力をお願いいたします。

・館内ではマスクの着用をお願いいたします。

・入館の際には、手指の消毒や手洗いをお願いいたします。

・発熱など体調に不安のある方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。

・換気のため館内の窓を一部開けています。ご了承ください。

・図書館入口に書籍除菌機がございます。ご利用ください。

ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

NHK落語名人選 三遊亭圓生
真景累ケ淵「豊志賀」

東京オリンピック特集展示➂

もっと知りたい世界のｽﾎﾟｰﾂ



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

おはなし会 りんりん

5 6 7 8 9 10 11

おはなし会 名画劇場

12 13 14 15 16 17 18

おはなし会

19 20 21 22 23 24 25

休館日 おはなし会 ブックトーク

26 27 28 29 30

おはなし会 休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】
1

休館日

2 3 4 5

20

6 7

　  14時からは・・・【児童向け】
8 9 10 11 12 13 14

21

かるがもタイム

15 16

休館日

17 18 19

30 31

28

かるがもタイム

22 23 24 25 26 27

公文書館資料（櫻井徳太郎展）8/14（土）～8/20(金）

夏のスタンプラリー　8/23（月）～9/20(月）

休館日

29

おはなし会

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）

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

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：5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：5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「□□□」です。

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。

※状況により、変更になる可能性があります。

ﾎﾞﾛ ﾆーｬ絵本展 6/23(水)～6/29(火)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

8月のおはなし会はお休みします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

8月の名画劇場はお休みします。

公文書館所蔵の、板橋区ゆかりの民俗学者・櫻井徳太郎

氏本人や研究に関するパネル、図書館所蔵の関連資料の

展示を行います。

公文書館資料 櫻井徳太郎展

～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

期間：8月14日(土)～8月20日(金)
場所:蓮根図書館・視聴覚室

写真展 9/1(水)～9/12(日)

絵本館資料展 9/23(木)～

スタンプラリー 8/23(月)～9/20(月)

赤ちゃん

かるがも

赤ちゃん

かるがも

8月の行事

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☆

夏のスタンプラリー

～板橋の民俗と櫻井徳太郎～

期間：8月23日(月)～9月20日(月)


