
システム更新後、１１月１日（木）以降に、マイページに初めて 

ログインする際、パスワードは全て小文字で入力してください。 

ひがしまつやま 

図書館だより №43 
２０１８．10 

今年度は、図書館コンピュータシステム更新作業と蔵書点検のため、 

以下の期間、市立図書館、高坂図書館、なしの花図書室を、一斉に 

休館いたします。 

また、ｗｅｂ予約やホームページも停止します。 

休館中の本の返却は、返却ポストをご利用ください。ただし、ＣＤ・ 

ＤＶＤ等は破損防止のため、１１月１日（木）以降の開館時に図書館窓口 

までご返却ください。 

新しく新しくなるね 楽しみだね 



今年のテーマは「ホッと一息 本と一息」です。 一区切りついた後や、 

今日一日の締めくくりの読書は、一人きりの憩いの時間。お話の中へもぐり 

込んで登場人物たちを見つめていると、時の経つのも忘れてしまいそうです。 

ブランケットと温かい飲み物を片手に、さあ、あなたも本の世界へ。 

※ 書影はTOOLiより引用 

 お茶しましょう 

世界のホットドリンクレシピ ５９６Ｉセ    誠文堂新光社

世の中にはこんなにたくさんの種類の飲み物があるんだと驚かせ 

てくれます。ロシアのキセーリ、中国の花篭造形茶、カナダのホット

アップルサイダー、エジプトのサハラップなど、古今東西の素敵な 

飲み物がズラリ紹介されていて日替わりで楽しめそうです。 

厳選日本茶手帖 ５９６Ｉゲ   植田 博之 編 世界文化社

  「日本茶」とひとことに言っても、こんなに種類があって見た目 

も色も味も違うのねと、普段何気なく口にしていたのを反省。 

これを機に、茶葉の種類や美味しい入れ方も少し覚えておけば、楽 

しみ方もさらに広がります。本書には生産者、茶器、茶店の紹介も 

掲載されています。 

まいにちスムージー１００ ５９６Ｉウ
ＷＯＯＮＩＮ 著 主婦の友社 

ミキサーで簡単にできる色とりどりのスムージーたち。見た目の 

美しさだけでなく、美味しいうえに身体にもいいという、今流行の 

デトックス飲料レシピ集です。なんだか最近、おなかが、お肌が、 

疲れが抜けないというお悩みに。 

おいしく食べるあま酒レシピ ５９６Ｉタ 
舘野 真知子 著 東邦出版 

俳句では夏の季語として、江戸時代には夏の栄養ドリンクとして 

親しまれてきた飲み物「あま酒」。基本の作り方から、アレンジ版、 

さらには料理やドレッシングに活用と、「麹」の大活躍がみられま 

す。思い立ったらすぐ作れそうな手軽さも魅力です。 

 猛暑も過ぎて、水分補給のためではなく「お茶時間」を楽しめる季節となりました。 

美容と健康のためにはスムージー？香りを楽しむならやっぱり珈琲？いやいや日本茶も紅茶も 

中国茶も捨て難い･･･ということで、今回は、緑茶、紅茶、烏龍茶、珈琲とそれらにまつわるも 

のの本を集めてみました。美味しい飲み物で身もココロも癒してみませんか？ 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

007 ｶ コンピュータ、どうやってつくったんですか？ 川添　愛 東京書籍

210.5 ﾆ 実は科学的！？江戸時代の生活百景 西田　知己 東京堂出版

369 ﾜ 障害のある子の「親なきあと」　「親あるあいだ」の準備 渡部　伸 主婦の友社

440 ﾀ 忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン 早川書房

490 ﾋ さわれば分かる腹診入門　やさしい漢方の本 平地　治美 日貿出版社

518 ﾀ このゴミは収集できません　ゴミ清掃員が見たあり得ない光景 滝沢　秀一 白夜書房

593 ｶ コートを縫おう。　そろそろ挑戦、とっておきの一着 かたやま　ゆうこ 主婦と生活社

596G ﾊﾞ 大豆ミートのヘルシーレシピ　お肉好きも満足！ 坂東　万有子 河出書房新社

645 ﾍﾟ ペットを安らかに送る終活のすべて 主婦の友社 主婦の友社

686 ｲ 地図で楽しむ日本の鉄道 今尾　恵介 洋泉社

780 ﾂ 使える！スポーツ手話ハンドブック 『スポーツ関連用語集』編集委員会 全日本ろうあ連盟

933 ﾊ 変わったタイプ トム・ハンクス 新潮社

147 ｸﾞ 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル 日経ナショナルジオグラフィック社

396 ｵ 自衛隊入隊日記　完全版 ロボットマナブ 学研プラス

486 ﾏ 昆虫戯画びっくり雑学事典 丸山　宗利 大泉書店

588 ｲ 今すぐ食べたい！すごい缶詰１５０  イカロス出版

782 ｷ 子どもの走り方トレーニング 木村　匡宏 東洋館出版社

210.5 ｾﾞ 絵でみる江戸の町とくらし図鑑　商店と養生編 善養寺　ススム 広済堂出版

595 ｺ リバウンドしない体幹ダイエット 木場　克己 ベストセラーズ

627 ﾓ ときめく薔薇図鑑 元木　はるみ 山と渓谷社

E1 23 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ あすなろ書房

K370 ｸ しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの　手話ではなそう くせ　さなえ 偕成社

K370 ｷ ナージャの５つのがっこう キリーロバ・ナージャ 大日本図書

K460 ｶ ため池の外来生物がわかる本　池の水をぬいた！ 加藤　英明 徳間書店

E0 27 ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン 徳間書店

E1 22 ぼくの島にようこそ！ 市川　里美 ＢＬ出版

K480 ﾀ どうぶつのかおならべてみた！ 高岡　昌江 ポプラ社

E0 28 うずらかあさんとたまご 島野　雫 教育画劇

E2 26 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ・クフラー 学研プラス

K790 ﾁ 超ムズ！おばけめいろ このみ・プラニング あかね書房

◎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 (９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



・１０月２日（火）～８日（月）   第３０回記念 紫泉会作品展 

・１０月９日（火）～１４日（日） 第５６回 平成美術会展 

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 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ 

■ちいさい子む

けおはなし会

４ ５ ６ 

□おはなし会 

７ ８ 

●映画会 

<一般向け>

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 １８ １９ ２０ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

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/ 

10月

● 一般向け映画会 

「マネー・ボール」(１３３分)

１０月８日（月）午後１時３０分～ 

● 子ども向け映画会 

「妖精フローレンス」（９２分） 

１０月１４日（日）午後１時３０分～ 

※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。

展示室のご案内 

図書館システム入れ替え・蔵書点検 のため 

１０月１７日（水）～１０月３１日（水）の間は、全館休館とさせていただきます。 

ご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

と き １１月１０日（土）午後２時～３時

ところ 市立図書館１階 おはなしコーナー 

対 象 幼児～小学校低学年 

内 容 絵本、紙芝居、大きな絵本とパネル 

シアターもします。お気軽にお立ち 

寄りください。 


