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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

年の瀬気分を一層盛り立てたい方に…

谷川俊太郎　訳詩によるマ
ザー・グースのうた

ひばり児童合唱団、ボニー
ジャックス　他

DYタ 3000050009051

エレクトリック・ジェリー
フィッシュ

特　撮 DPト 3000050008853 1日～28日 師走・クリスマス

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

スクリーマシーン スクリーマシーン DLス 3000050008760

1日～28日 メリー・クリスマス 世界中の色々なクリスマスが楽しめます！

東京ゴースト・シティ バリー・ユアグロー 新潮社 933.7/ユ 1000050439228

1日～28日 作家別『かたやまけ
ん』

印刷ボーイズは二度死ぬ 奈良裕己 学研プラス 749.0/H 1000050265460

「タンゲくん」「むぎばたけ」など、ダイナミッ
クで存在感あふれる画風の作家の特集です。

はじめてのネット広告 船井総合研究所 同文館出版 674.6 1000050439276

誕　生
様々な「誕生」について書かれた本を集めまし
た。おうち時間で編む毎日のニット

こもの
ブティック社 594.3//Aミト 1000050438072

19日（日）～24日（金） 夢みる住宅 素敵な住まいを探しませんか。

366日の誕生鳥辞典 小宮輝之 いろは出版 488 1000050437871

12日（日）～17日（金）

怪奇・幻想・狂気 ようこそ、あやしい世界へ。

子ども介護者 濱島淑惠 KADOKAWA 369 1000050434391

5日（日）～10日（金） 勝　負 「勝負強さ」を身につけてみませんか。

SWOT分析による戦国武将の成
功と失敗

森岡健司 ビジネス教育出版社 210.47 1000050439336

11月28日（日）～12月3日（金）

書名 タイトルコード
12月のテーマ展示

波の地図 原田佳夏 雷鳥社 031 1000050438101

２０２１年

12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 7 8

おはなし会 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

おはなし会 赤ちゃん・かるがも

16 17 18 19 20 21 22

休館日 おはなし会 ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

おはなし会 赤ちゃん・かるがも

30 31

休館日

ブックトーク

26 27 28 29 30 31

おはなし会クリスマス会 休館日

24 2519 20 21 22 23

おはなし会

12 13 14 15 16

おはなし会 名画劇場

17 18

5 6 7 8 9

1 2 3

　  ●14時からは・・・【児童向け】
1110

4

折り紙講習会

クリスマス絵本展　12/1(水)～12/25(土)

年末年始休館日　12/29(水)～1/4(火)

年末年始休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  ●10時からは・・・【一般向け】

おはなし会

1月の蓮根図書館

《12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）

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：12月10日・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：12月4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：12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「つくえのうえでかんたん
ゲーム」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。

講師に巽照美氏を迎えて「クリスマスリース」と「クリスマスツリー」を

折り紙で作成します。 ※募集は終了しています。

折り紙講習会 ～クリスマス～

～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：12月5日(日) 14：00～15：30

◎定員／8名 場所：板橋区立図書館・視聴覚室

12月の行事

クリスマス会

赤ちゃん

かるがもタイム

赤ちゃん

かるがもタイム

11日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会場）

『クリスマス・キャロル』（69分）
チャールズ・ディケンズの著書「クリスマス・キャロル」を基に1938年に製作さ
れた作品。

『にじいろのさかな ゆうじょう編』（40分）
マーカス・フィスターの絵本の世界を忠実に映像化した作品。

クリスマスをテーマに外国語の絵本を展示します。

ぜひ手に取ってご覧ください。

期間：12月1日(水)～12月25日（土）

場所:蓮根図書館・児童室前

いたばしボローニャ
子ども絵本館資料

※状況により、変更になる可能性があります。

おはなし会 りんりん

日時：12月19日(日) 1回目／13：30 2回目／15：00

◎定員／各回5組(予約制)

※12/1(水)9：00～予約開始

場所：板橋区立図書館・視聴覚室

クリスマス絵本展

読み聞かせや
ゲームをします。

サンタさんに会えるかも

公文書館展 1/5(水)～1/12(水)

絵本館資料展 1/24(月)～1/30(日)


