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１月１３日に、市立図書館２階に田口弘文庫「高村光太郎資料コーナー」がオープンし

ました。彫刻家で詩人の高村光太郎と交流のあった元教育長の故田口弘氏から、生前に寄

贈された光太郎直筆の書や書簡のほか、「道程」「智恵子抄」などの貴重な資料のコレク

ションが常設展示されています。 

左上段（「ロマ書」より） 

左下段（書簡）  

右上段左（光太郎近影） 

右上段右（色紙） 

右中段（書 昭和２１） 

右下段（田口氏研究ノート他）



今月はバレンタインデーがありますね。日本でも最近は友チョコなるものがあったりして、 

身近な人に贈り物をする催しでもあるようですが、「相手に想いを伝える」大切な日です。 

自分の気持ちを１００％正確に伝えるのは、ほぼ不可能？少しでも多く相手に理解してもらう 

にはどうしたら良いのでしょう･･･。

 市立図書館２階高村光太郎資料コーナーに設置された 

「田口弘先生のＤＶＤコーナー」では、先生の映像が繰り 

返し上映されています。先生の高村光太郎への熱い想いを 

聞くことができます。 

図書館にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 人と人の間 

「ほどほどの恋」１４１カ 香山 リカ 著 東京書籍 

 香山リカ先生がご自身の体験を織り交ぜながら語る「ほどほど

の恋」略して“ほど恋”の指南書です。恋をしている時は、なかな

か自分が制御しきれず恋に溺れがちになってしまう、あなたへ。 

少し距離を置いて恋する自分を見つめてみませんか。 

「よくわかるアサーション 自分の気持ちの伝え方」３６１ヨ 

平木 典子 著 主婦の友社 

 「アサーション」とは自己表現の考え方と方法であり、人間のコ

ミュニケーションを心理、行動、対人関係の視点から見直した人間

関係づくりの方法でもあるそうです。こう書くとむつかしい気がし

ますが、対人関係を更に向上させてくれるのではないでしょうか。 

「人に好かれる『話し方』決定版」８０９イ 

 生島 ヒロシ 著 マガジンハウス 

 ただ想っているだけじゃ、見つめているだけじゃ、相手に

気持ちは伝わりづらいですよね。「恋愛」「友人」など、さま

ざまな場面で活躍する会話術が紹介されています。会話の糸

口、きっかけづくりの参考に。 

「『なるほど！』とわかるマンガはじめての自分の心理学」１４０ナ 

 ゆうき ゆう 著 西東社 

相手の気持ちを推し量るには、まず自分を知るところから！ 

自分からは見えない自分の本当の気持ちを知るには･･･。とりあえず、

この本を手に取ってみてはいかがでしょうか。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

007 ｲ 今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ　１０　改訂３版 オンサイト 技術評論社

140 ﾅ 「なるほど！」とわかるマンガ見ための心理学 ゆうき　ゆう 西東社

159 ﾏ 孤独を生きる言葉 松浦　弥太郎 河出書房新社

210 ｶ 花押・印章図典 瀬野　精一郎 吉川弘文館

366 ｺ 働く女子のキャリア格差 国保　祥子 筑摩書房

493.7 ﾋ スマホゲーム依存症 樋口　進 内外出版社

596K ｼ 大豆粉でできる糖質オフのお菓子＆パン 真藤　舞衣子 河出書房新社

686 ﾅ 「ななつ星」「四季島」「瑞風」ぜんぶ乗ってきた！ 中嶋　茂夫 河出書房新社

726 ｺ 『この世界の片隅に』の人間像　「修身」・「図画」と戦時下の日常生活 幸津　国生 花伝社

728 ﾀ 誰でもカンタン！「いい字」が書ける　双雲流二〇の極意 武田　双雲 筑摩書房

791 ｾ 表千家茶の湯入門　上　新版　風炉編 千　宗左 主婦の友社

792 ｵ 香の本　増補版 荻須　昭大 雄山閣

210.76 ｹ 雑学ニッポン「出来事」図鑑 ケン・サイトー ＫＡＤＯＫＡＷＡ

335 ﾑ 半年だけ働く。 村上　アシシ 朝日新聞出版

460 ﾈ 眠れなくなるほど面白い図解生物の話 広沢　瑞子 日本文芸社

596H ｺ １日で簡単、きちんと！おせち＆おもてなしごはん 小林　まさみ 扶桑社

834 ｾ ネイティブはこう使う！マンガよく似た英単語使い分け事典 デイビッド・セイン 西東社

159 ﾖ ４５歳からの心の整理術 『ＰＨＰ』編集部 ＰＨＰ研究所

382 ﾋ 日本のしきたりが楽しくなる本　お正月からお祭り、七五三、冠婚葬祭まで 火田　博文 彩図社

596G ｵ チーズ☆マジック　おいしい、みんな大好き！ごちそう家ごはん 小野　孝予 清流出版

E1 22 大造じいさんとがん 椋　鳩十 理論社

K000 ﾔ １０代からのプログラミング教室　できる！わかる！うごく！ 矢沢　久雄 河出書房新社

K440 ﾔ もしも月でくらしたら 山本　省三 ＷＡＶＥ出版

K930 ﾓ 最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ 文研出版

E1 22 せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと ほるぷ出版

K590 ｶ つくりかたがよくわかるお料理教室　１　朝ごはん かんちく　たかこ 岩崎書店

K790 ﾄﾞ どんどん強くなるこども詰め将棋１手詰め 中村　太地 池田書店

E0 19 しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ ブロンズ新社

◎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 (１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 ・・・ 

・２月２０日（火）～２５日（日）  絵がこう２５とそれいゆ合同作品展 

・２月２７日（火）～３月４日（日） 第３回かがやき作品展 

 ■ 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 ３ 

□おはなし会 

４ ５ ６ ７ 

■ちいさい子む

けおはなし会

８ ９ １０ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１１ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１２ １３ １４ 

○ミニ朗読会

１５ １６ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１７ 

□おはなし会 

１８ 
●映画会 

 〈一般向け〉

１９ ２０ ２１ 

■ちいさい子む

けおはなし会

２２ ２３ ２４ 

□おはなし会 

２５ ２６ 

休館日 

２７ ２８    

■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/ 

2 月 

２月１７日（土）～１９日（月） 

午前９時３０分より 

対象 市内在住･在勤･在学の方 

内容 雑誌の持ち帰り 

＊お一人２０冊まで 

おはなし会スペシャル 

「らくご人形劇 もと・いぬ」 

３月１８日（日）午後２時～３時 

市立図書館３階視聴覚ホール 

市内在住の３歳～小学生までの児童と保護者 

※３月３日から直接又は、電話でお申込み 

ください。 

●子ども向け映画会 

２月１１日（日）午後１時３０分～

上映作品「Ｉ ＬＯＶＥ スヌーピー」（８８分）

●一般向け映画会 

２月１８日（日）午後１時３０分～ 

上映作品「グランド･ブダペスト･

ホテル」(１００分)

出演:トニー・レヴォロリ他 

※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。 


