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平成２８年に田口弘氏より寄贈していただいた高村光太郎関係資料（約１００点）を 

中心に、市立図書館 2階に常設展示します。オープンに際し、式典・記念 

講演会を開催いたします。詳細は、４ページの「お知らせ」に掲載が 

ございます。会場、お時間、申し込み等ご確認の上ご来館ください。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします 

各図書館スタッフ一同、みなさんのご利用をお待ちしております。 

お正月モードから普段モードへの切り替えに、テレビに飽きてしまった方に･･･。 

読書というスパイスはいかがでしょうか？きかせるのは、やはり、ビジネス書、時事問題、 

推理小説？さてさて、今年の読み初めはどれにしようかな。 



今年の干支に因んで「犬」に関する本を集めてみました。「いぬ」といっても多種多様。 

手のひらサイズから乗っかられたら身動きが出来ないくらい大きいこや、毛がなかったり逆に 

前が見えないんじゃないかと思うくらい長いこもいますよね。そんな見かけの違いと同じように 

性格もそれぞれ千差万別です。今世で出会えたのも何かのご縁、お互い末永く良い関係を築いて 

いきたいものです。

 こちらは「布えほん」といいます。その名前の通り 

布で作られた絵本です。マジックテープをはがしてみ 

たり、ボタンをつけたり外したり。見て、さわって、 

遊べる、赤ちゃんから大人まで楽しめるように作られ 

ています。図書館１階児童室に他の作品もあり、貸し 

出しも行っています。作品は、ボランティアグループ 

布絵本チューリップのみなさんが作成しています。 

 わんわんわん 

「マンガでわかる 聴導犬」３６９ア 有馬 もと 著 明石書店 

 耳の聞こえづらい人に、生活に必要な音を知らせてくれる補助犬

である聴導犬。あまり馴染みのない人にも、彼らの仕事、聴導犬に

なるまで、色々な申請の必要と方法、聴導犬と暮らす安心感と聴導

犬に対する義務などなど。わりやすくマンガを交えて説明されてい

ます。私たちが「知る」ことで少しずつ変わるものがあるのでは？ 

「マヤの一生」Ｋ９１３ム 椋 鳩十 著 理論社 

 犬のマヤのお話です。時は戦前、家族の一員として三兄弟と一緒に

穏やかな日々を送っていたマヤですが、戦争が始まり食糧が不足し始

めると事態は飼い犬たちに悪い方向に進んでいき･･･。 

平和の有難さと命の大切さを感じる一冊です。 

「アンジュール ある犬の物語」Ｅ０２７ 

ガブリエル・バンサン 著 ブックローン出版 

 デッサンだけで表現された絵本です。言葉は一切出てき

ません。ですが、裏切りから始まり、追慕、迷走、放浪、

孤独、そして･･･。頁ごと移ろっていく主人公の犬、アンジ

ュールの気持ちがひしひしと伝わってきます。 

「老犬との幸せな暮らし方」６５４イ 石井 万須美 著 水曜社 

犬も人と同じく、年月を経れば肉体的に老いてゆきます。老いてい

く相棒を、いかに支えていくか。残された日々をお互い楽しく過ごす

ためには、愛情と同じくらい正しい知識も必要です。知識があれば、

病気の予防もできるし、いざという時に慌てずにすみます。 

わんこと悔いなく暮らすための参考に。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

140 ﾀﾞ 誰にも知られたくない大人の心理図鑑 おもしろ心理学会 青春出版社

288 ﾊ 西郷家の人びと 原口　泉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

289 ﾋ 日野原重明の世界　人生を色鮮やかに生きるための１０５の言葉 新老人の会 中央法規出版

289 ﾊ ジョン・ハンケ世界をめぐる冒険 ジョン・ハンケ 星海社

329 ｲ 「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう 講談社

402 ｴ 江戸時代のハイテク・イノベーター列伝 テクノ未来塾 言視舎

451 ﾅ 雪崩教本 雪氷災害調査チーム 山と渓谷社

491 ﾊﾞ ざんねんな脳　神経科学者が語る脳のしくみ ディーン・バーネット 青土社

538 ﾄ 太陽系旅行ガイド マーク・トンプソン 地人書館

597 ｿ 掃除の解剖図鑑　やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング協会エクスナレッジ

726 ﾐ ゲゲゲの娘日記 水木　悦子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 ｻ 図書館島 ソフィア・サマター 東京創元社

159 ﾔ 自分を休ませる練習　しなやかに生きるためのマインドフルネス 矢作　直樹 文響社

291.3 ｺﾞ 御朱印トレッキング　関東週末旅 東京都山岳連盟 淡交社

365 ﾅ まんがでわかる地方移住　セカンドライフ入門 鍋田　吉郎 小学館

590 ｹ 結婚一年生　１８年版 入江　久絵 サンクチュアリ出版

782 ﾊ １日１０分走る青トレ　箱根王者・青学のランニングメソッド 原　晋 ゴルフダイジェスト社

498 ﾜ 心と体に効かせるはじめてヨガ 綿本　彰 学研プラス

527 ｷ 住みたい間取り　自分でつくる快適空間 木村　文雄 日刊工業新聞社

914.6 ﾀ ダンナの骨壷　幻の随筆集 高峰　秀子 河出書房新社

E2 22 おもちのかみさま かとう　まふみ 佼成出版社

E4 22 きつねの童子　安倍晴明伝 堀切　リエ 子どもの未来社

K150 ﾖ 漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 マガジンハウス

K360 ﾍﾞ 髪がつなぐ物語 別司　芳子 文研出版

E0 22 パンダおやこたいそう いりやま　さとし 講談社

E3 22 たのしいローマ数字 デビッド・Ａ．アドラー 光村教育図書

K380 ｾ 世界の民族衣装 竹永　絵里 河出書房新社

E0 21 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤　ノリコ 白泉社

K537 ｼ しょうぼうしゃ　本格イラスト図鑑 たかの　てつさぶろう スタジオタッククリエイティブ

K913 ﾌ ひみつのきもちぎんこう　かぞくつうちょうできました ふじもと　みさと 金の星社

◎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 (１２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 ・・・ 

・１月１３日（土）～１４日（日） ＮＯＭＡＭＡ展 

・１月１６日（火）～２１日（日） 新春第一弾「虹」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 

休館日 

２ ３ ４ ５ ６ 

□おはなし会 

７ ８ ９ １０ 

○ミニ朗読会

１１ １２ １３ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１４ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１５ １６ １７ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１８ １９ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

２０ 

□おはなし会 

２１ 
●映画会 

 〈一般向け〉

２２ 

休館日 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

□おはなし会 

２８ 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/ 

１月 

●子ども向け映画会 

１月１４日（日）午後１時３０分から

上映作品「メアリーと秘密の王国」（１０３分）

●一般向け映画会 

１月２１日（日）午後１時３０分から 

上映作品「ティファニーで朝食を」

(１１４分) 

出演:オードリー・ヘップバーン他 

※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。 

● 田口弘文庫「高村光太資料コーナー」 

オープン式典 

１月１３日（土）午後１時３０分～１時５０分 

市立図書館２階高村光太郎資料コーナー 

● 記念講演会 

 １月１３日（土）午後２時～３時３０分 

市立図書館３階 視聴覚ホール 

 演 題 「田口弘と高村光太郎 

～交差した二つの詩魂～」 

 講 師 小山 弘明 氏（高村光太郎研究者） 

 定 員 １００人（申込順） 

 申 込 １月５日（金）～ 

＊直接又は電話で市立図書館へ


