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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
8月のテーマ展示

くまのプーさんささやかだけど
大切にすること

キャサリン・ハプカ 講談社 159/ﾊ 1000050497589

テーブルの上の旅 未知なる世界の旅にご案内します！

個人事業の教科書1年生 宇田川敏正 新星出版社 335 1000050497730

7日（日）～12日（金） 分析・解析 さまざまな視点から分析してみませんか。

創造られたヒロイン、ナイチン
ゲールの虚像と実像

中島俊郎 日本看護協会出版会 289.3/ﾅ 1000050500677

7月31日（日）～8月5日（金）

歩く 色々な「歩く」を紹介します。

おあげさん 平松洋子 ﾊﾟﾙｺｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝ
ﾄ事業部

596.04/ｱｶ 1000050499242

21日（日）～26日（金） 宗教・信仰
古くから人と共にある「宗教・信仰」を取り上げ
ます。

大人の女性の心と体をととのえ
る更年期改善レシピ

対馬ルリ子/監
修

扶桑社 495.1 1000050498865

14日（日）～19日（金）

つり人社 787.1 1000050502773

もぐら草紙 鈴木創士 現代思潮新社 904

思い出のとしまえん
練馬区立石神井公
園ふるさと文化館/
編

文学通信 689.5 1000050496151

2日～30日 夏の風物詩 夏らしい気分を味わえる曲をお楽しみください。

ネコとコバン 谷山浩子 DPタ 3000050010026

リターン・フロム・ザ・スター
ズ

マーク・ターナー DMタ 3000050010010

タイトル 演奏者・指揮者など

ザ・ベスト 音で旅するエキゾ
チック・リゾート

小久保隆(プロデュース)

ワクワクドキドキする不思議な世界にご案内！

DHミ 3000050009984

1000050501067

タイトルコード

2日～30日
作家別絵本
『宮西達也』

「おまえうまそうだな」、「にゃーご」など愛嬌
のある親しみやすい絵柄で人気の作家です。

2日～30日 ふしぎなせかいへよう
こそ

釣りの「仕掛け」検索
つり人社書籍編
集部/編

２０２２年

8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

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

赤ちゃん・かるがも 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

おはなし会

18 19 20 21 22 23 24

休館日 おはなし会 赤ちゃん・かるがも ブックトーク

25 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】

12

休館日 おはなし会
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

13

1 2 3 4 5 6
　「調べる学習コンクール受賞作品レプリカ」展 　　7/17(日)～8/6(土)

7 8 9 10 11

工作会 おはなし会 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

25

休館日 おはなし会

　公文書館所蔵資料展示「記憶をつなぐ」 　　8/16(火)～8/24(水)

板橋おはなしの会 休館日

28 29 30 31

　「えほんクイズラリー」 　8/20(土)～9/19(月)

26 27

おはなし会 ブックトーク

21 22 23 24

えほんクイズラリー

おはなし会

《8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：8月12日・26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：8月6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：8月27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「つくえでできるあそび」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

8月の行事
赤ちゃん

かるがもタイム

13日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『海の恵みと日本人シリーズ「サケ・マス／イカ／マグロ」』（100分・カラー）
日本の食文化の「魚」に焦点を当て、生産から消費、そして資源保護などを描いた作
品です。制作：一般財団法人東京水産振興会。

『アイヌのお話アニメ オルシペ スウォプ』（24分・カラー）
『まめうしくん』（30分・カラー）
の2作品を上映します。

9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。

赤ちゃん

かるがもタイム

板橋区の水害の歴史を振り返りながら、これからの防災を考えましょう。

期間：8月16日(火)～8月24日(水) 場所：蓮根図書館・視聴覚室

板橋区立公文書館所蔵資料展示「記憶をつなぐ」

「図書館を使った調べる学習コンクール」の板橋区での入賞作品のレプ

リカ(平成26年度～令和3年度分)を展示いたします。ぜひ、ご覧ください。

期間：7月17日(日)～8月6日(土) 場所：蓮根図書館・視聴覚室

「調べる学習ｺﾝｸｰﾙ受賞作品ﾚﾌﾟﾘｶ」展

調べ学習

りんりん

「えほんクイズラリー」 8/20(土)～9/19(月)

絵本館資料展 9/23(金)～9/29(木)

「けやきカメラクラブ写真展」 9/2(金)～9/11(日)

～写真でふりかえるいたばしの水害～

本を借りてクイズにこたえよう。本を借りるとスタンプがもらえます。

(１日１回)スタンプがおされたクイズはいつでも答え合わせができます。

5つ答えるとプレゼントがもらえます。

期間：8月20日(土)～9月19日(月) 

おはなし会


