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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

眠る前のゆったりとしたひと時に…

24日（日）～29日（金） 食べ物いろいろ 本を読んで食欲の秋を味わいましょう。

潮　騒 遊佐未森 DPユ 3000050008908 1日～31日 秋の夜長のクラシック
音楽

佐々木マキ
ナンセンスなストーリーが魅力の子どもから大人ま
で幅広い人気の作家を紹介します。

新しい果実 GRAPEVINE DPク 3000050008896

ことばであそぶ ことば遊びの楽しい世界へご案内します！
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

夜ふけに読みたい植物たちのグ
リム童話

グリム兄弟 平凡社 943.6 1000050423957

1日～31日

心から サラ・コレイア DJコ 3000050008706 1日～31日

子どもはできても大人はできな
い⁉まちがいさがし

北村良子/監修 青春出版社 798.3 1000050424029

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部 813.1 1000050420735

おいくらですか
身近なモノから意外なモノまでちょっと気になるお
金の話。

鉄道と地図 須田　寛 交通新聞社 686.2/H 1000050410588

17日（日）～22日（金） きわめる!!（極・究） 色々な世界を極めて(究めて)みよう！

まるごとレモン 河井美歩 家の光協会 596 1000050422163

10日（日）～15日（金）

Lucky～ラッキー～ 本の中にラッキーを探してみませんか。

凍る海の不思議 野村大樹 海文堂出版 452.4 1000050420427

3日（日）～8日（金） Life 人には色々な「Life」があります。

しゃべらなくても楽しい！シニ
アの座ってできる健康体操50

斎藤道雄 黎明書房 369.2/F 1000050410093

9月26日（日）～10月1日（金）

書名 タイトルコード
10月のテーマ展示

歴史のなかの音 笹本正治 三弥井書店 210.04 1000050423534

２０２１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）

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。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

休館日 おはなし会 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

おはなし会 赤ちゃん・かるがも 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会

21 22 23 24 25 26 27

おはなし会 赤ちゃん・かるがも ブックトーク

28 29 30

IT講習会 休館日

図書館員の選ぶ100冊　10/27(水)～11/9(火)

31

30

おはなし会

24 25 26 27 28 29
おすすめ絵本展　10/27(水)～11/3(水)

23

休館日 おはなし会 ブックトーク

17 18 19 20 21 22

おはなし会

おはなし会 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

8 9

1

日 月 火 水 木 金 土 　  ●10時からは・・・【一般向け】
2

りんりん
　  ●14時からは・・・【児童向け】

3 4 5 6 7

おはなし会

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。

※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：10月8日・22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2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23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。

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

場所:蓮根図書館・視聴覚室 (募集は終了しています)

10月の行事

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(水)～11月9日(火)

図書館員の選ぶ100冊

小学生向け （全3回）

赤ちゃん

かるがもタイム

赤ちゃん

かるがもタイム

絵本づくり

ワークショップ

絵本づくり

ワークショップ

絵本づくり

ワークショップ

おすすめ絵本展 10/27(水)～11/3(水)
図書館員の選ぶ100冊 10/27(水)～11/9(火)

9日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会場）

『宝 島』（96分）
ロバート・ルイス・スティーブンソン原作の冒険小説を、ウォルト・ディズニー
が映画化した作品です。

『世界名作童話2』（60分）
ピーターパン／眠りの森のひめ／アリババのぼうけん

蓮根図書館の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。この機会におはなし会にもぜひご参加ください。

期間：10月27日(水)～11月3日（水）

場所:蓮根図書館・視聴覚室

おすすめ絵本展～おはなし会でよんだ本～

～最後の頁を閉じた違う私がいた～

※状況により、変更になる可能性があります。

ミニボローニャ絵本展 11/8(月)～11/14(日)


