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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
9月のテーマ展示

東京マニアック博物館 町田忍/監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 069.0 1000050417700

家族のものがたり 家族の数だけそれぞれのストーリーがあります。

世にも奇妙な「世界死」大全 遠海総一 彩図社 280.4 1000050417491

5日（日）～10日（金） リアル～現実～ リアルな世界は驚きがいっぱい！

魔術の書 DK社/編 グラフィック社 147.1 1000050412374

8月29日（日）～9月3日（金）

認知症について知識を深めましょう。
細菌のはたらきパーフェクトガ
イド

ｷｬｻﾘﾝ・ｳｲｯﾄﾛｯｸ 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵ
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

491.7 1000050415176

19日（日）～24日（金） 理由があります 理由を探ると意外な真実が見えてくる⁉

東京80年代から考えるサブカル 仲正昌樹/監修 図書新聞 361.5 1000050408348

12日（日）～17日（金）

やさしい言語学 高橋留美 研究社 801 1000050415069

「ピーターと狼」の点と線 菊間史織 音楽之友社 764.3 1000050417406

はすねデパートへよう
こそ

本の世界でお買い物をお楽しみください。
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

1920年代の東京 岡本勝人 左右社 910.26 1000050417545

1日～29日

バーニンガム
世界で注目されている絵本作家のひとりであるジョ
ン・バーニンガムの特集です。

ザ・メタル・オペラ・バイ・マ
グナス・カールソン

ハート・ヒーラー DLハ 3000050008596

クイーン・オブ・ブロークン・
ハーツ

イッサ DLイ 3000050008597 1日～29日

「月」にちなんだCDを集めました。
リンディネッダ　～小さなツバ
メ～

イタリアン・ロンディネッ
ラ・カルテット

DRリ 3000050008598 1日～29日 お月さま

２０２１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）

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。

認知症を知ろう
(アルツハイマー月間事業)



日 月 火 水 木 金 土
1 2

りんりん

3 4 5 6 7 8 9

おはなし会 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

おはなし会

17 18 19 20 21 22 23

休館日 おはなし会 ブックトーク

24 25 26 27 28 29 30

おはなし会

31

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】
1 2 3 4

　  14時からは・・・【児童向け】
5 6 7 8 9 10 11

夏のスタンプラリー　8/23(月)～9/20(月)
けやきカメラクラブ写真展　9/1(水)～9/12(日)

14 15 16 17 18

かるがもタイム

12 13

絵本館資料展　9/23(木)～9/29(水)

おはなし会

27 28 29 30

25

休館日 おはなし会 ブックトーク

19 20 21 22 23 24

おはなし会 休館日

26

おはなし会

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）

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。

※～9/12(日)は新型コロナウイルス感染拡大防止のためお休みします。

※状況により、変更になる可能性があります。

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月24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：9月25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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

9月の名画劇場はお休みします。

図書館でオリジナル絵本をつくってみよう！

絵本づくりワークショップ

～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

日時：10月10日(日)・17日(日)・24日(日)
13：30～15：30

◎9月11日(土)より申し込み開始
定員：10名 場所:蓮根図書館・視聴覚室

おはなし会で読んだ絵本展 10/27(水)～11/3(水)

赤ちゃん

かるがも

赤ちゃん

かるがも

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

小学生向け

期間：8月23日(月)～9月20日(月)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

お休みします。

絵本づくり

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

絵本づくり

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

絵本づくり

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

（全3回）

赤ちゃん

かるがもタイム


