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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
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CD

書名 タイトルコード
11月のテーマ展示

読書大全 堀内　勉 日経BP 019.9 1000050396553

レジェンド あらゆるすべてのモノに伝説は在る？

『吾妻鏡』にみるここがヘンだ
よ！鎌倉武士

羽生飛鳥 PHP研究所 210.42 1000050521275

10月30日（日）～11月4日（金） 犬 人間とかかわりの深い「犬」の本を集めました。

皇室財産 奥野修司 文藝春秋 323.1 1000050522850

6日（日）～11日（金） 育自（育てる・育む） 自分アップデートに年齢は関係なし‼

抹茶のおやつ100 福田淳子 光文社 596.65 1000050523158

20日（日）～25日（金） 習　慣 習慣からみえてくる人間の悲喜こもごも…

下町ペンギン物語 まつおるか KADOKAWA 488.6 1000050519522

13日（日）～18日（金）

東京の名駅舎 大内田史郎 草思社 686.5//H 1000050505991

1日～29日 スマイル いろいろな笑った顔を見て楽しい気分に！
絵画で読む『失われた時を求め
て』

吉川一義 中央公論新社 953.7/ﾌ 1000050522798

1日～29日 作家別絵本
『山脇百合子』

日本語ラップ名盤100 韻踏み夫 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 767.8 1000050521759

「ぐりとぐら」シリーズ、「いやいやえん」など
多数の絵本の挿絵が有名。自身の絵本も創作。タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

ハイドン交響曲集vol.12～：第83番
「めんどり」、第79番歌劇「 薬剤
師」序曲、第75番

飯森範親／C DAハ 3000050010091

もうすぐ冬の今に聴きたい音楽を紹介します。

五街道雲助3
「真景累ヶ淵-豊志賀の死」

五街道雲助(6代目) DVコ/V 3000040010331

私の好きなシャンソン
～ニューベスト～

クミコ DPク 3000050005090 1日～29日 晩　秋
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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。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

りんりん

4 5 6 7 8 9 10

折り紙講習会 赤ちゃん・かるがも 名画劇場

11 12 13 14 15 16 17

板橋おはなしの会 おはなし会

18 19 20 21 22 23 24

クリスマス会 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 31

おはなし会 休館日（12/29～1/3）

日 月 火 水 木 金 土 　  　　　　●10時からは・・・【一般向け】

11

おはなし会
　  　　　　●14時からは・・・【児童向け】

12

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

おはなし会 名画劇場

13 14 15 16 17 18 19

おはなし会

20 21 22 23 24 25 26

ブックトーク

27 28 29 30

体験講座 休館日 おはなし会  

休館日

押し花・押し野菜を使って、世界に一つだけのカレンダーを作ります。

日時：11月20日(日) 14：00～15：30
講師：森本千賀子氏 場所：蓮根図書館・視聴覚室 ※募集は終了しました。

おはなし会

《11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：11月11日・25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：11月5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。
※今月はスペシャルイベントを行います。

日時：10月26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「あそべるおりがみ」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

11月の行事
赤ちゃん

かるがもタイム

12(土)のはすね名画劇場（蓮根集会所）

『マルタの鷹』（100分・モノクロ／アメリカ）
ジョン・ヒューストンの初監督作品。ハンフリー・ボガード主演のハードボイルド作
品の名作。

12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

「押し花・押し野菜でカレンダーをつくろう！」

蓮根図書館のおはなし会で読んだ絵本を展示します。展示している絵本は、

全て借りられます。これを機会におはなし会にもぜひご参加ください。

期間：11月2日(水)～11月9日(水) 場所：蓮根図書館・視聴覚室

おすすめ絵本展

《体験講座》

『ふるさと再生 日本の昔ばなし 天狗の隠れみの』（45分・カラー）

タイトルの「天狗の隠れみの」の他、「鬼婆さんが仲人」「閻魔様はハチゴロどん」

「きき耳ずきん」「犬と猫と宝物」「幽霊の歌よみ」の全6作品です。

日時：11月5日(土) 11：00～ 講師：平井真理氏

場所：蓮根図書館・視聴覚室

りんりんおはなしかい ースペシャルー

おはなし会

「おすすめ絵本展」 11/2(水)～11/9(水)

「スタンプラリー・クイズラリー」 10/27(木)～11/9(水)

「図書館員が選ぶ100冊」 10/27(木)～11/9(水)

１１月のりんりんおはなし会は講師を招き、読み聞かせのコツやおすすめの絵本

などについてお話します。特別なこの機会、ぜひお気軽にお越しください。

～おはなし会でよんだ本～

りんりんｽﾍﾟｼｬﾙ


