
市立図書館では、毎年２回「朗読会」を開催しています。今年で９年目を迎え 

ました。今回は、芥川龍之介、森村誠一作品や、昨年、市立図書館に開設した 

田口弘文庫「高村光太郎資料コーナー」に因んだ作品も上演されます。 

読書とは一味違う「朗読」の魅力を感じてください。

ひがしまつやま 

図書館だより №3８ ２０１８．５ 

第１部≫ 芥川龍之介作品 

『尾生の信』「蜜柑・尾生の信」より

『蜘蛛の糸』「蜘蛛の糸・杜子春」より

『犬と笛』「蜘蛛の糸・杜子春」より 

第２部≫

『銀座カップル』「銀座２４の物語」より 

：森村誠一

 『高村光太郎と智恵子』 

引用文献「智恵子と生きた-高村光太郎の生涯-」 

：茨木のりこ
「小説 智恵子抄」ほか



みなさんご存知、図書館１階周辺を彩る鉢植えたちです。 

今はマリーゴールドが満開で、目にするたび気持ちがほっこり 

します。今年は急に暖かくなったせいか、北側駐車場の牡丹は 

そろそろ終了。古代蓮は少しずつ可愛い葉を浮かべ始めました。 

見頃は６月頃からでしょうか。池が北側駐車場側のせいか、なかなか 

観客に恵まれません。来館ついでに、ぜひ、お立ち寄りください。 

※ TOOLi より引用 

 「はたらく」って 

５月は労働者の日（メーデー）があります。「働く」といっても、自分のため、家族のため、 

恵まれない人々のため、国際社会のためと、それぞれ「働く」目的は違うかもしれませんが、 

生きている間は、なかなか「働く」ことを避けては通れません。そんな中、ストレスを溜めて 

しまうこともしばしば･･･。自分だけで抱え込まないように、悩みの渦に飲まれる前に周りに 

いる人たちの存在に気付いてください。 

勤めないという生き方 ３６６モ 森 健 著 メディアファクトリー 

勤めないということは、毎日好きな時に働ける？憧れの社長さん？ 

いえいえ、独立して働くということは、どこに困難や苦労の落とし穴があ 

るかわからない草むらに分け入って道を作るのと似ていますよね。 

会社勤めから、職人、農業、店舗経営、ＮＰＯなど様々な分野で活躍する 

１３名の半生を紹介します。 

ぼくの人生はだれのもの？ １５９ホ

本田 直之 著 プレジデント社 

  自分で考え、決断し、行動する。あたりまえのことだけど、周りの 

人や環境に流されてしまうこともしばしばあること。今を生きる人た 

ちへ、自分の人生を生きてる？と問う一冊。 

働きだして見つけた夢 ３６６ハ 

日本ドリームプロジェクト編 いろは出版 

実際に働き始めると、初めに思い描いていたものとは違う景色が見え 

てくることもあります。この本では、社会人 1年目のルーキーから４６ 

年目のベテランまで、働く２２人の今までとこれからの夢を紹介します。 

「私らしく」働くこと ３６６イ 一田 憲子 著 マイナビ 

一田氏が取材した８人の女性の「私と仕事」のおはなしです。 

それぞれが置かれた環境で「どうやって」「どんな風に」仕事に向き 

合って暮らしているのか「どうして」その仕事を選んだのかなど、 

とても興味深い構成となっています。自分の「これから」にふと不安

を抱いた時に。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

023 ﾇ 拝啓、本が売れません 額賀　澪 ベストセラーズ

141 ﾎ 風味は不思議　多感覚と「おいしい」の科学 ボブ・ホルムズ 原書房

210.5 ｼ 考える江戸の人々　自立する生き方をさぐる 柴田　純 吉川弘文館

372 ｺ アクティブラーニング　学校教育の理想と現実 小針　誠 講談社

457 ｷ 大人の恐竜図鑑 北村　雄一 筑摩書房

486 ｺ 絶滅危惧の地味な虫たち　失われる自然を求めて 小松　貴 筑摩書房

557 ｲ 行ってみたい世界の灯台 自由国民社

596K ｳ 手づくりで贈るほめられ和菓子 宇佐美　桂子 世界文化社

783 ｶ サッカー観戦バイブル　進化する現代サッカーがわかる 河治　良幸 成美堂出版

837 ﾁ 中学英語でわかる！留学・ホームステイ英会話 ウイング 池田書店

913.6 ｸ じっと手を見る 窪　美澄 幻冬舎

929 ﾌ 野蛮なアリスさん ファン　ジョンウン 河出書房新社

159 ﾋ 弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ 弘兼　憲史 ＰＨＰ研究所

210.58 ﾅ 幕末史かく流れゆく 中村　彰彦 中央公論新社

369 ﾀ 介護の事故・トラブルを防ぐ７０のポイント 田中　元 自由国民社

590 ｲ 重曹、お酢、クエン酸の使いこなしバイブル 岩尾　明子 主婦の友社

763 ｻ 楽器博士佐伯茂樹がガイドするオーケストラ楽器の仕組みとルーツ 佐伯　茂樹 音楽之友社

367 ｼ 定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー 清水　孝幸 東京新聞

594C ﾊ ハミングミントの刺繍 文化出版局 文化学園文化出版局

596G ｵ アスリートシェフの美筋レシピ 荻野　伸也 柴田書店

E1 22 そらからぼふ～ん 高畠　那生 くもん出版

E3 22 さとやまさん 工藤　直子 アリス館

K400 ｱ 楽しすぎる科学実験・観察　キッズサイエンス 青野　裕幸 いかだ社

K640 ｻ しあわせの牛乳　牛もしあわせ！おれもしあわせ！ 佐藤　慧 ポプラ社

E0 24 おべんとうしろくま 柴田　ケイコ ＰＨＰ研究所

E3 22 さがしてみつけてなんじゃこりゃ！まつり 西山　雅子 ひさかたチャイルド

K990 ｺ コヨーテ七人の巨人とたたかう　アメリカインディアンのおはなし 高野　由里子 風涛社

E1 20 どうぶつまねっこたいそう 大森　裕子 交通新聞社

K530 ｼﾞ じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

K913 ｶ モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉　幸子 小峰書店

◎市立図書館

◎高坂図書館

◎なしの花図書室

請求記号

★★★ 新　着　案　内 (４月に受入れた本の一部です。) ★★★

◎市立図書館

◎なしの花図書室

◇◇◇一般向け◇◇◇

◇◇◇子ども向け◇◇◇

◎高坂図書館



・・・ 展示室のご案内 ・・・ 

・５月８日（火）～１４日（月）  第１１６回 紅陽社絵画展 

・５月１５日（火）～２１日（月） 第１回 写団光彩写真展 

・５月２２日（火）～２７日（日） 第２６回 一線美術会比企支部展 

・５月３０日（水）～６月３日（日）巡回展 第５回 関口和男「花の写真展」 

なしの花図書室開室日 午後１時～５時１５分 

 ■ お知らせ ■                  
市立図書館   □ おはなし会 午後２時～３時  ■ちいさい子むけおはなし会 午前１１時～１１時３０分 

○ ミニ朗読会 午後２時～３時  ※託児サービス 毎週金曜日 午前１０時～午後１時

高坂図書館   ◇ おはなし会 午前１１時～１１時３０分 

◆ ちいさい子むけおはなし会 午前１１時～１１時３０分 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ 

■ちいさい子む

けおはなし会

３ ４ ５ 

□おはなし会 

６ ７ ８ ９ 

○ミニ朗読会

１０ １１ １２ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１３ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１４ １５ １６ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１７ １８ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１９ 

□おはなし会 

２０ 
●映画会 

 〈一般向け〉

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

□おはなし会 

２７ 

●第１７回 

朗読会 

２８ 

休館日 

２９ ３０ ３１   

■東松山市立図書館   〒355-0015 東松山市本町 2-11-20  tel 0493-22-0324  fax 0493-22-0064

■高坂図書館      〒355-0063 東松山市元宿 2-6-1   tel 0493-35-5120   fax 0493-35-5123 

■なしの花図書室    〒355-0002 東松山市大字東平 567-1 tel 0493-25-2220   fax 0493-25-2227 
（平野市民活動センター内）

東松山市立図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.libcity.higashimatsuyama.saitama.jp/ 

５月 

●子ども向け映画会 

「ピーターパン」（７５分） 

５月１３日（日）午後１時３０分～

●一般向け映画会 

「マンマ・ミーア」(１０９分)

５月２０日（日）午後１時３０分～

出演: メリル・ストリープ 他 

※会場は、市立図書館３階 視聴覚ホール 

定員は、１００人（先着順）です。 

＝ 市立図書館 ＝  

●「図書のリサイクル」 

５月２６日（土）～２７日（日） 

午前９時３０分～ １階ロビー 

対 象 市内在住・在勤・在学の方 

内 容 図書の持ち帰り 

（１人１０冊まで） 

たくさんよんじゃおう！


