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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～29日 図書館員お薦めのCD 図書館員が選んだおすすめCDをご紹介します。

書名 タイトルコード
9月のテーマ展示

北欧神話100の伝説 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｹﾞﾙﾊﾟ 白水社 164.3 1000050505406

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。親が死ぬ前に、家族とやりたい

10のこと
吉野 匠 ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ･ﾊﾟﾌﾞ

ﾘｯｼﾝｸﾞ
324.7 1000050506031

4日（日）～9日（金） 空を見上げて あなたの空には何が見えますか。

8月28日（日）～9月2日（金）

古墳図鑑 青木 敬 日本文芸社 210.32 1000050508072

認知症について知識を深めるきっかけに。

海のものがたり ヘレン・アポンシリ 化学同人 594.8 1000050505596

18日（日）～23日（金） おなかがすくほん 美味しいものが沢山集合しました！

動物の体色がわかる図鑑 秋山豊子/監修 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 481.1 1000050505724

11日（日）～16日（金）

吉原と江戸ことば考 棚橋正博 ぺりかん社 818.3 1000050507183

ｲﾗｽﾄ解説猫のしぐさ解読手帖 加藤由子 誠文堂新光社 645.7 1000050505558

DHト 3000050010110

幻談水族巻
福井栄一/編・
現代語訳

工作舎 918 1000050503704

25日（日）～29日（木） つづく… 続けること、継続は力となる？

1日～29日 こんなおしごとしって
る？

知らない「おしごと」を発見しよう！

1日～29日 作家別絵本
『かこさとし』

「からすのパンやさん」「だるまちゃん」など世
代を超えて愛され続けている作品を紹介します。

昭和の名演百噺 其の十三
「怪談市川堤」「親子茶屋」

桂米朝(3代目) DVカ 3000050008169

ネメシス グラッデンフォールド DLク 3000050009992

タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

トップガン マーヴェリック
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ

２０２２年

9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。

アルツハイマーを知る
(アルツハイマー月間事業)



日 月 火 水 木 金 土
1

りんりん

2 3 4 5 6 7 8

おはなし会 赤ちゃん・かるがも 名画劇場

9 10 11 12 13 14 15

おはなし会

16 17 18 19 20 21 22

休館日 おはなし会 赤ちゃん・かるがも ブックトーク

23 24 25 26 27 28 29

おはなし会

30 31

休館日

日 月 火 水 木 金 土 　  　　　　●10時からは・・・【一般向け】

9

りんりん
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

10

1 2 3

　「えほんクイズラリー」　　8/20(土)～9/19(月)

4 5 6 7 8

おはなし会 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22

おはなし会

休館日

休館日 おはなし会

おはなし会

「けやきカメラクラブ写真展」 　　9/2(金)～9/11(日)

「こんちゅうの絵本」展 　　9/23(金)～9/29(木)

ブックトーク

25 26 27 28 29 30

23 2418

えほんクイズラリー
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

《9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：9月9日・23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：9月3日（土）11：00～
場所：視聴覚室
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：9月24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「ハロウィンのかざりをつく
ろう」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

9月の行事
赤ちゃん

かるがもタイム

10(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『幌馬車』（86分・モノクロ）
監督：ジョン・フォード、主演：ベン・ジョンソンの1950年に製作されたアメリカ
の西部劇。

『なかよしおばけ おばけの地下室たんけん』（42分・カラー）
人気の「なかよしおばけ」がお城の地下室へたんけんに出かけるお話です。

10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

「けやきカメラクラブ」の方々の作品を展示します。レンズが捉えた身近な芸術

をお楽しみください。

期間：9月2日(金)～9月11日(日) 場所：蓮根図書館・視聴覚室

けやきカメラクラブ写真展

「図書館員が選ぶ100冊」
10/27(木)～11/9(水)

絵本づくり
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

世界各国のこんちゅうが登場する絵本を集めて展示します。

ぜひお手に取ってご覧ください。

期間：9月23日(金)～9月29日(木)場所：蓮根図書館・視聴覚室

「こんちゅうの絵本」展いたばしボローニャ
子ども絵本館資料

絵本づくり
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

絵本づくり
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ


