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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

1日～31日 昨年度受入れたCDか
ら

昨年度受入れたCDから、おすすめのタイトルをご
紹介します。日本の流行歌スターたち㊷

藤山一郎
藤山一郎 DPフ 3000050009967

DLコ 3000050009400

ブラッド・オン・ブラッド ランニング・ワイルド DLラ 3000050009284

はすねレストランでい
ただきます！

レストランで食べる食事はひと味違う⁉

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

1日～31日
作家別絵本
『長 新太』

「キャベツくん」や「へんてこライオン」シリー
ズなど、ナンセンスな世界観が魅力な作家の特集
です。コルピの暗黒事件簿 コルピクラーニ

春夏秋冬  恋よこい 林  望 春陽堂書店 910.23 1000050491402 1日～31日

100 「ちょうど100」の本を集めてみました。

「いろは」の十九世紀 岡田一祐 平凡社 811.5 1000050479876

ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ＆ﾊﾟﾗﾓｰﾀｰ入門 イカロス出版 782.9 1000050492754

24日（日）～29日（金）

日本の夏 情緒あふれる「日本の夏」へご案内します。

世界の華麗なチューリップ銘鑑 ジェーン・イースト 日本文芸社 627.6 1000050487700

17日（日）～22日（金） 休息
「コーヒータイム」から「人生の休息」まで。あ
なたに合う休息を探してください。

古代ワインの謎を追う
ケヴィン・ベゴ
ス

原書房 588.5 1000050495982

10日（日）～15日（金）

こころ あなたの心に沁みる一冊を探してみては？

世界は単位と公式でできている 福江　純 日本能率協会ﾏ
ﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

420 1000050490910

3日（日）～8日（金） 探求心 探求心を刺激する本で楽しみませんか。

陰謀論入門 ｼﾞｮｾﾞﾌ・E , ﾕｰｼﾞﾝｽｷ 作品社 361.4 1000050491099

6月26日（日）～7月1日（金）

書名 タイトルコード
7月のテーマ展示

日本の合戦解剖図鑑 本郷和人・監修 エクスナレッジ 210.19 1000050491162

２０２２年

7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

休館日 おはなし会

7 8 9 10 11 12 13

工作会 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 31

板橋おはなしの会 休館日

31

　「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)

30

1日図書館員 1日図書館員 おはなし会

24 25 26 27 28 29

ブックトーク調べる学習会 休館日 おはなし会

おはなし会

17 18 19 20 21 22 23

たなばた会 おはなし会 名画劇場

10 11 12 13 14 15 16

3 4 5 6 7 8

りんりん
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

9

1 2

日 月 火 水 木 金 土 　  　　　　●10時からは・・・【一般向け】

「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
おはなし会

《7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：7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：7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：7月23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「えかきうた」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。

～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

7月の行事

赤ちゃん

かるがもタイム

9日(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『黄色いリボン』（103分・カラー／アメリカ）
監督／ジョン・フォード、主演／ジョン・ウェインの西部劇。1949年製作。

『ふるさと再生 日本の昔ばなし』（45分・カラー）

日本に古くから伝わるおはなしをアニメ化。「織姫と彦星」「闇夜にカラス」「髪そり

狐」「そそうの相九郎」「オンバの皮」「いもころがし」の6作品。

8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。

1日図書館員大募集！図書館の仕事を体験してみませんか？

期間：7月25日(月)・26日(火) 8時30分～11時30分
対象：小学校4年生から6年生まで 定員：各日4人

申込：7月4日(月)9：00より図書館カウンターまたはお電話にて受付けます。

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

赤ちゃん

かるがもタイム

1日図書館員

調べる学習
りんりん

「公文書館」展 8/16(火)～8/24(水)

「夏のｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ」8/20(土)～9/12(月)

「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)


