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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

蓮根図書館員が選んだCDを集めました。柳家小さん DVヤ 3000050006850 図書館員お薦めのCD

1日～8月１日 作家別『赤羽末吉』
国際アンデルセン賞・画家賞を授賞している彼の作
品をぜひ、お楽しみ下さい。

1日～8月１日 わたしのともだち わたしのともだちはどんなともだちかな。

組曲：2020年4月 ブラッド・メルドー DMメ 3000050007177

1日～8月１日

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

マイ・ソング
キース・ジャレット・カル
テット

DMキ 3000050007773

古木巡礼 倉本聰 文藝春秋 911.56 1000050398830

ペットボトルからはじめる水耕
栽培とプランター菜園

はたあきひろ 内外出版社 626.9 1000050400759

写真で見る近代オリンピック栄
光の歴史

オリンピック文化財団 ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 780.6 1000050392051

空と海 広大な空と海の世界にご案内します。

よみがえる白鳳の美 加藤朝胤 朝日新聞出版 521.8 1000050384960

がんと癌は違います 山本健人 幻冬舎 490.4 1000050394811

11日（日）～16日（金）

18日（日）～8月6日（金）
東京オリンピック特集
展示①～③

4日（日）～9日（金） 生きる！ 色々な人生の在り方を考えてみませんか。

世界に紹介したい日本の100人 ｼﾞｪｰﾑｽ・M.ﾊﾞｰﾀﾞﾏﾝ 山川出版社 281.0 1000050403141

6月27日（日）～7月2日（金）

開催される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を3回にわたって行
います。お楽しみに！

書名 タイトルコード
7月のテーマ展示

パンデミック 2 ｽﾗｳﾞｫｲ・ｼﾞｼﾞｪｸ Pヴァイン 139.3 1000050400124

ご当地本 全国津々浦々、ご当地の情報がたくさん！

見えない妊娠クライシス 佐藤拓代 かもがわ出版 369.4 1000050390663

２０２１年

7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。

五代目 柳家小さん



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

りんりん
調べる学習会 休館日 おはなし会 夏休み工作会

8 9 10 11 12 13 14

赤ちゃん

おはなし会 かるがも 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

赤ちゃん

おはなし会 かるがも ブックトーク

29 30 31

休館日

31

1日図書館員 1日図書館員 おはなし会

25 26 27 28 29 30

ブックトーク

18 19 20 21 22 23

赤ちゃん

17

24

調べる学習会 休館日 おはなし会 かるがもタイム

赤ちゃん

たなばた会 おはなし会 かるがもタイム 名画劇場

11 12
　絵本展資料〈たべものの絵本〉展　7/10（土）～7/16(金）

おはなし会

13 14 15 16

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 　  

日 月 火 水 木 金 土

 りんりん

おはなし会

8月の蓮根図書館

《7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：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：7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：7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「絵かきうた」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。

公文書館展 8/14(土)～8/20(金)

絵本資料「たべものの絵本」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：7月10日(土)～7月16日(金)
場所:蓮根図書館視聴覚室

7月の行事

スタンプラリー 8/21(土)～9/20(月)

10日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

日時：7月26日(月)・27日(火) 8：30～11：30

対象：小学校4年生～6年生 募集人数：1日4人

申込：7月5日（月） ９:００より図書館カウンターまたはお電話にて。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

◇10時からは・・・【一般向け】

『モダン・タイムス』（87分）

喜劇王チャーリー・チャップリンの魅力が詰まった最高傑作です。

◇14時からは…【児童向け】

『トムとジェリー➃』（52分）

7月の行事

ボローニャ絵本館の絵本と貸出しの出来る絵本を展示します。

世界各国のさまざまな食べ物の登場する絵本をお楽しみください。

一 日 図 書 館 員

た な ば た 会

1日図書館員大募集！

図書館の仕事を

体験してみませんか？

七夕のお話の読み聞かせや

簡単な工作をします。

日時：7月4日(日)

1回目／13：30～ 2回目／15：00～

募集人数：各回5組

調べる学習相談会
図書館員が「調べる」をサポートします。

日時：7月18日(日)・8月1日(日)

時間：14：00～15：30

対象：小学生 募集人数：5名

※申込受付：7月3日～


