
       もういくつ寝ると･･･クリスマスですね。 

ケーキの準備と、プレゼント･･･そうそう年賀状もなんて。 

年末は予定が色々と目白押しなのでは？ サンタがサーフボードに 

乗ってやって来る南半球では、寒い時期のクリスマスを気分だけでも楽 

しもうと、６月に「ミドルクリスマス」としてお祝いをするところもある 

そうです。 市立図書館でも、１２月はたくさんのイベントを用意して 

みなさんの来館をお待ちしております。どうぞお見逃しなく。 

なしの花図書室 

おはなし会＆おりがみで 

リースをつくろう！ 
１２月１７日（日） 

午後１時３０分～３時 

ところ 平野市民活動センター２階 

会議室（なしの花図書室隣室） 

対 象 小学生 １５人（申込順） 

申 込 １２月３日（日）～１４日（木） 

※直接又は電話で市立図書館へ 

ひがしまつやま 

図書館だより №33 
２０１７．12 

市立図書館 クリスマスお楽しみ会 

１２月９日（土）午後１時３０分～３時 

ところ 市立図書館３階研修室 

対 象 幼児～小学校低学年対象 

内 容 ボランティア団体「つくしんぼの会」に 

よるエプロンシアター、大型紙芝居など 

高坂図書館 ぬいぐるみおとまり会 
おはなし会１２月２４日（日）午後２時～ 

２時３０分

ぬいぐるみお迎え２６日（火）午前９時３０分～

午後６時

ところ 高坂図書館和室 

対 象 市内在住の幼児～小学生１５名（申込順） 

申 込 １２月３日（日）～１７日（日） 

※ 直接、又は電話で高坂図書館へ 

内 容 ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しん 

だ後、ぬいぐるみは図書館におとまり 

します。お迎えの時に、おとまりの 

写真と一緒にぬいぐるみが選ん 

だ本の貸し出しをします。 

図書のリサイクル

１２月１６日（土）～１８日（月） 

      午前９時３０分から 

対 象 市内在住･在勤･在学の方 

内 容 図書の持ち帰り 

※お一人１０冊まで 



年賀状は、クリスマスの後で･･･なんて悠長なことは言っていられません。元旦配送ご希望の

場合、１２月２５日までの投函がお勧めだそうです。今年もお世話になったあの方へ、また来年

も一緒に過ごすであろう友人や同僚へ。スマホで何でも出来てしまう今、受け取る紙の便りは嬉

しいものです。少し時間をかけて、感謝の気持ちや来年への抱負など綴るのは、送る人にとって

も素敵な一年の締めくくりになるのではないでしょうか。 

 毎年子どもたちに好評の図書館のクリスマスツリーです。年代物のため 

「どの枝がこの枝とくっつくんだっけ？」と試行錯誤しながら組み立てて 

います。飾りは、最近ちょっときれいな物に替えました。クリスマスツリー 

の起源はドイツ文化圏からおこったと言われていて、諸説あるようですが 

ツリーには常緑樹を使います。常緑樹の緑の姿は永遠を表し、さらには、 

神の永遠の愛や、永遠の命を象徴しているそうです。 

（「平凡社世界大百科事典」参照）                     <1980 年代撮影>

 やっぱり、年賀状 

「ほんわか絵手紙」７２４シ 新堂みど吏 著 日貿出版 

 実に味のある素敵な絵だと感心していたら、著者はこれを左手

で描いていると知り驚きました。絵手紙の世界では「ヘタでいい、

ヘタがいい」といわれるそうです。意外と足を踏み入れ易いハー

ドルの高さですよね。思うままに絵筆を運んで、あなたにしか描

けない絵で年賀状を彩ってみませんか？ 

「アイデアいっぱい！はんこ工房」７３９ア 二玄社 

タイトル通りアイデア満載のはんこ本です。消しゴムを彫って

作る「消しゴム印」、石を彫って作る「石印」、彩玉ボード（ソフト

セラミック）を使って大きめの作品も作れます。もちろん彫るだけ

ではなく、作品の使い方も多岐に渡り面白いものが掲載されてい

ます。ついつい彫るのが楽しくなって予想以上の年賀状が出来て

しまうかもしれません。 

「筆書きのカリグラフィー」７２７サ  

さとだてゆめこ 著 日貿出版社 

 墨と筆でかっこいい英字を書いてみると、あらステキ。英字を書

く時の筆運びの基本や書き順、簡単で効果的なアレンジの方法など

が、分りやすく解説してあります。去年とは一味違う一面を友人に

アピールしてみるもよし、外国の友人に送るのにも参考になること

請け合いです。 

「たった３行のシンプル手紙術」８１６ム 

むらかみかずこ 著 日本経済新聞出版社 

シンプルだからこそ心に届く言葉ってありませんか？人の書く字に

はそれぞれ個性も出ますよね。口で伝える方が手間がかからなくて楽

という人、口下手で思いを伝えるのが苦手という人。両極端な気がし

ますが、そんな方々に新たなコミュニケーションのひとつとしてお薦

めです。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

210 ﾋ 日本史の謎は地政学で解ける 兵頭　二十八 祥伝社

361 ﾁ 地方に生きる若者たち 石井　まこと 旬報社

588 ﾏ うまい日本酒をつくる人たち　酒屋万流 増田　晶文 草思社

589 ﾏ クローゼットがはちきれそうなのに着る服がない！ 松尾　たいこ 扶桑社

594F ｶ かぎ針編みのクリスマス雑貨 アップルミンツ

596G ｵ 今夜はごちそう煮込み　「ひと手間」でおいしさと幸せひろがる 大橋　由香 ナツメ社

596K ﾓ ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れるケーキ 森崎　繭香 日東書院本社

597 ｽ すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社 主婦の友社

611 ｲ 農業のマーケティング教科書　食と農のおいしいつなぎかた 岩崎　邦彦 日本経済新聞出版社

645 ﾔ やさしい猫の看取りかた 沖山　峯保 角川春樹事務所

914.6 ｳ 物語と歩いてきた道　インタビュー・スピーチ＆エッセイ集 上橋　菜穂子 偕成社

934 ﾛ とても良い人生のために　失敗の思いがけない恩恵と想像力の大切さ Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社

140 ﾊﾟ パンダ先生の心理学図鑑 ポーポー・ポロダクション ＰＨＰ研究所

367 ｼ 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河　桃子 毎日新聞出版

377 ｾ 近大革命 世耕　石弘 産経新聞出版

596G ﾖ つくりおき野菜ペーストレシピ 横山　剛 幻冬舎

645 ﾔ ヤギ飼いになる　ミルクがとれて除草にも活躍。 ヤギ好き編集部 誠文堂新光社

474 ﾖ よくわかる日本のキノコ図鑑 保坂　健太郎 学研プラス

594A ｼﾞ ジャンボ針で編むニット小物とバッグ ｅｍｉｔ 学研プラス

596G ｲ 力尽きたときのための簡単ズボラレシピ 犬飼　つな ソーテック社

E0 28 いろのかけらのしま イ　ミョンエ ポプラ社

E1 23 じょやのかね とうごう　なりさ 福音館書店

K590 ﾜ わかったさんのふんわりケーキ 寺村　輝夫 あかね書房

K610 ﾏ カレーライスを一から作る　関野吉晴ゼミ 前田　亜紀 ポプラ社

E2 24 きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン・ヨーレン 小峰書店

K489 ｲ 教科で学ぶパンダ学 稲葉　茂勝 今人舎

K640 ﾀ 夜やってくる動物のお医者さん 高橋　うらら フレーベル館

E0 20 はいちーず 山岡　ひかる アリス館

K530 ｵ 乗り物ずかん 小賀野　実 ＪＴＢパブリッシング

K913 ｽ ようこそ！へんてこ小学校　おにぎりＶＳパンの大勝負 スギヤマ　カナヨ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

◎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 (１１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



なしの花図書室開室日 午後１時～５時１５分 

・・・ 展示室のご案内 ・・・ 

・１２月５日（火）～１１日（月）   ビオレッタの会絵画作品展 

 ■ 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 

□おはなし会 

３ ４ ５ ６ 

■ちいさい子む

けおはなし会

７ ８ ９ 

□クリスマスお

楽しみ会

◇高坂 

おはなし会 

１０ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１１ １２ １３ 

○ミニ朗読会 

１４ １５ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１６ 

□おはなし会 

１７ 
●映画会 

 〈一般向け〉

１８ １９ ２０ 

■ちいさい子む

けおはなし会

２１ ２２ ２３ 

□おはなし会 

２４ ２５ 

休館日 

２６ ２７ ２８ ２９ 

休館日 

３０ 

３１ 

休館日 

１／１ ２ ３ ４  

■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/ 

12 月

●子ども向け映画会 

１２月１０日（日）午後１時３０分から

上映作品「ロボッツ」（９０分） 

●一般向け映画会 

１２月１７日（日）午後１時３０分から 

上映作品「めぐり逢えたら」(１０４分) 

出演：メグ・ライアン、トム・ハンクス他 

※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。 

平成２９年１２月２９日（金） 

～平成３０年１月４日（木）まで 

全館（市立図書館・高坂図書館・なしの花 

図書室）休館とさせていただきます。 

１月５日（金）（なしの花図書室は６日（土）） 

より通常開館いたします。 

※休館中の資料の返却は、ブックポストを 

ご利用ください。 


