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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
5月のテーマ展示

炎上社会を考える 伊藤昌亮 中央公論新社 007.3 1000050463649

政治を考える 未来の為に今、政治を考えてみませんか。

「コミュ障」のための社会学 岩本茂樹 中央公論新社 361 1000050480593

8日（日）～13日（金） ながいながい 世の中にある「ながい」を集めてみました。

国境を越えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ 群像社 283.8 1000050471147

1日（日）～6日（金）

プラチナエイジング
「プラチナ世代」のあなたに役立つ情報をお届けし
ます。

奈良で学ぶ寺院建築入門 海野 聡 集英社 521.8 1000050472743

22日（日）～27日（金） 夏に向かって 今年どんな夏を過ごしますか？

もしも鳥と話せたら ペズル プレジデント社 488.1 1000050471314

15日（日）～20日（金）

よくわかる香道
三條西 堯水/監
修

ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝ
ﾃﾝﾂ

792 1000050468999

全国バス駅巡り 渡邊喜治 風詠社 685.5/H 1000050450997

ほんをひらいてせかい
いっしゅう

お家にいながら世界の旅へ出発!!

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

1日～30日 作家別『五味太郎』
「さる・るるる」「きんぎょがにげた」など、幅広
い世代に支持される作品を多数制作。多くの絵本が
世界で翻訳されています。ブルックナー：交響曲第０番

日本の奇談・珍談101 福井栄一 共栄書房 918 1000050469441 1日～30日

DAフ 3000050009347

カンデ・イ・パウロ カンデ・イ・パウロ DMカ 3000050009076

1日～30日 未  来 未来に思いを馳せながら聞いてみませんか。
NHK落語名人選100
桂文朝「初天神」「時そば」

桂 文朝 DVカ/U 3000050009502
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〒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。

ﾃﾞﾆｽ･ﾗｯｾﾙ･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ/指揮
ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ管弦楽団



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

りんりん

5 6 7 8 9 10 11

おはなし会 赤ちゃん・かるがも 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 赤ちゃん・かるがも 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 7

「春のスタンプラリー」　4/16(土)～5/15(日)

2 3 4 5 6

休館日

8 9 10 11 12
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

「ミニボローニャブックフェア」　5/3(火)～5/9(月)

13

おはなし会 りんりん

14

おはなし会 名画劇場

15 16 17 18 19 20 21

休館日 おはなし会

27 28

おはなし会 ブックトーク

22 23 24 25 26

休館日

29 30 31

めずらしい世界の絵本が大集合‼

今年もボローニャから届いた絵本を展示します。年に一

度のお楽しみ。この機会をお見逃しなく！

期間：5月3日(火)～5月9日(月)
場所：蓮根図書館・視聴覚室

おはなし会

《5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：5月13日・27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7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28日（土）15：00～
場所：視聴覚室

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「なぞなぞ」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。

～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

5月の行事

赤ちゃん

かるがもタイム

14日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『宇宙戦争』（85分・カラー）
火星人の地球侵略によって火星人vs.人類による宇宙戦争が始まった、、、。

1953年公開のバイロン・ハスキン監督によるアメリカのSF映画。

『NHKこどもにんぎょう劇場2(日本編)』（45分・カラー）

昔話や名作、創作童話などから選び制作された人形劇。

「ごんぎつね」「わらしべちょうじゃ」「三枚のお札」の三話を上映します。

6月の蓮根図書館

※状況により、変更になる可能性があります。

本や紙芝居を借りて、シールを5枚集めよう！シールに

書かれているクイズに答えるとがんばったで賞、さんか賞がもらえます。

ぜひ参加してくださいね！

期間：4月16日(土)～5月15日(日)

赤ちゃん

かるがもタイム

春のスタンプラリー
ひとみキラキラ 本にどきどき

おはなし会

「防災展」6/1(水)～6/8(水)

「絵本館展」6/23(木)～6/29(水)

ミニボローニャブックフェア


