
DVD『まほうのおとしあな』 D1 ﾏﾎ 

パペット・アニメーション 

ドイツ『Sandmann～サンド 

マン～』より 北星社 

           お話：岸田今日子 

ドイツのアニメ『Sandmann～サンド

マン～』は、ヨーロッパに伝わる昔話

を元に製作されたそうです。 

このお話の主人公マリアは、歌が上

手で美しい髪の娘。そんなマリアの評

判を聞いた魔法使いは、マリアをさら

って森の奥の高い塔に閉じ込めて、た

くさんの落とし穴を作ります。マリア

の運命や如何に！人形たちの生き生き

とした動きに注目。 

DVD『村山斉(むらやまひとし)の 

宇宙をめぐる大冒険』 D4 ﾑﾃ 

from コズミックフロント☆ＮＥＸＴ 

ＮＨＫエンタープライズ 

語り：萩原聖人 永作博美 

 「私たちは何処から来てそして何処へ

行くのか。この世はどうやって始まっ

て、いつ終わるのか。宇宙はどこまで続

くのか･･･」 

そんな人類最大の謎にカリフォルニア大

学教授、村山博士が挑む大冒険ＤＶＤ。

ニューヨーク、ハワイ、タイ、スイス、

ブラジルなど世界中で行われた数々の実

験を交えながら語られる宇宙の謎ときを

ご堪能ください。 

ひがしまつやま

図書館だより №36 ２０１８．３ 

CD「蜜蜂と遠雷」P6 ﾐﾂ 

同名小説の著者、恩田陸が作中の登場人物 

たちのコンクールで演奏する楽曲プログラムを試 

行錯誤しながら選び抜いた楽曲集。もう読まれた 

方もそうでない方も、このＣＤを聴きながら 

読む「蜜蜂と遠雷」は、一味違うものに 

なるのでは？ 

DVD『足元の小宇宙』 D7 ｱｼ 

   絵本作家・甲斐信枝と見つける命のドラマ 

ＮＨＫエンタープライズ 

語り：長澤まさみ 

現役の絵本作家、甲斐信枝さん。トレード

マークは、大きなバッグに麦わら帽子。 

野に咲く草花に惹かれ、描き続けて６０年以

上。「科学絵本」と呼ばれる絵本を数々描い

てきた作家のお一人で、代表作「雑草のくら

し」は３０年を超えるロングセラーです。 

彼女が愛して止まない「足元の世界」に咲く

色とりどりの生命の営みを、一緒にのぞいて

みませんか？ 

♪ 今年度も新しい資料が入りました。 

その中から何点かご紹介します。



１月は行く、２月は逃げる、３月は去るといわれるそうですが、時が過ぎるのは本当にあっと

いう間。受験なんて、就職なんて、結婚なんて、お葬式なんて、まだまだ先さと思っていると、

新たな旅立ちは意外に早くやって来るものです。その時になって慌てないように、備えあれば憂

いなし。しっかり準備をして、どんな人生の荒波もゆうゆうと乗り越えて行きましょう。 

この度、高田博厚アトリエより寄贈していただきました、ミケランジェロ 

の４体ある聖母子像の４番目の作品「ロンダニーニのピエタ」（石膏像） 

です。なんと、その重さ６００ｋｇ。死の床に就く直前まで作成していた 

といわれる未完の作です。さて、ここで問題です。 

あれ？ここにいた図書館のアイドル、コバトンはどこに行ったのかな？ 

みつけられた人には何かいいことがあるかも。 

 旅立ちのとき 

「新社会人のための基本マナー＆常識」 ３８５ス 杉本 祐子 著 

主婦の友社 

 新社会人になる前に知っておきたいマナーや常識がわかりやすく解説され 

ていますが、いくら年を重ねても「え？そうなの？」と思うことは、多々あ 

りますよね。フレッシャーズにはもちろん、そうでない方にも今更聞けない 

あんなことこんなことを、この際初心に返って見直してみるのに役立ちます。 

「殻を破るキャリアデザイン」 ３７７ツ 筒井 美紀 著 有斐閣 

  これから社会に飛び立とうとする若者たちが陥りやすい、将来や就活 

に付きまとう不安を一緒に解決していくところからスタートし、自由な 

発想と術を身に着けられるようになるための指南書的な一冊。今までの 

経験からついつい白黒つけがちな大人世代にも、視点が変われば全く違 

う答えが見えてくるのね、なるほどね、と読める一冊。 

「大切な人が亡くなった後の手続き 完全ガイド」 ３８５サ 

佐藤 正明 著 高橋書店 

 大切な人が旅立った後、精神的に不安定な時に特別なことをするのは 

想像以上に大変な作業です。今ではないけれどいつか必ずあることだか 

ら余裕のある時に少しずつ知識として脳の片隅に蓄えていきたい情報 

が、わかりやすく説明されています。 

「突撃！オトナの大学院」 ３７７モ 森井 ユカ 著 主婦と生活社 

社会人として走り始めると「あ～、これもっと勉強しておけばよかった 

な～。」と思うことありませんか？あの時やっておけば今頃･･･なんて思う 

より、実動あるのみ！時間が･･･学費が･･･と壁もありますが、コドモの頃 

のように嫌々（？）勉強するのではない、オトナの学び。必要な知識の補 

充や拡充、あの頃とは違う目線で学ぶ楽しさを味わってみたい方へ。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

289 ｲ １５歳のコーヒー屋さん 岩野　響 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291 ﾔ 山城を歩く　戦国合戦の〈リアル〉を体感する！！ 洋泉社

319 ｸ お殿様、外交官になる　明治政府のサプライズ人事 熊田　忠雄 祥伝社

432 ｳ ビーカーくんのゆかいな化学実験　その手順にはワケがある！ うえたに夫婦 誠文堂新光社

509 ｺ 工場見学へ行こう　首都圏 ＪＴＢパブリッシング

520 ｶﾞ ガウディ完全ガイド ガウディ エクスナレッジ

527 ﾘ リノベーションでつくるこだわりヴィンテージハウス 主婦と生活社

590 ﾋ ひとり暮らしレスキューＢＯＯＫ 成美堂出版編集部 成美堂出版

594E ﾊ 初めてでもかんたん！年中使える手作りの通園通学グッズ ブティック社

596G ﾓ 全１９６カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山　尚義 ライツ社

599 ｶ ふたりは同時に親になる　産後の「ずれ」の処方箋 狩野　さやか 猿江商会

930 ｲ カズオ・イシグロ入門 日吉　信貴 立東舎

209 ｳ 「民族」で読み解く世界史　教養として知っておきたい 宇山　卓栄 日本実業出版社

498 ｶ 家族を家で看取る本　だいじな人の「最期は家で」を叶える 村松　静子 主婦の友社

527 ｶﾞ ガレージ・ハウス  ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　ＢＯＯＫＳ　ＪＡＰＡＮ

535 ｵ 時計の科学　人と時間の５０００年の歴史 織田　一朗 講談社

594F ｼ 刺しゅう糸で編む季節のプチぐるみ７７ アップルミンツ

594F ｷ 季節のつるし飾りとちりめん細工 井上　重義 日本ヴォーグ社

596G ﾈ ふたりのごはん　夫はホテルオークラ元総料理長、妻は料理家 根岸　規雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

783 ｲ 黄金の１年　一流Ｊリーガー１９人が明かす分岐点 飯尾　篤史 ソル・メディア

E1 23 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン 少年写真新聞社

K360 ﾄ 「牛が消えた村」で種をまく　「までい」な村の仲間とともに 豊田　直巳 農山漁村文化協会

K680 ﾄ きっぷでＧｏ！　日本一のモグラ駅 豊田　巧 ポプラ社

K913 ｲ 川のむこうの図書館 池田　ゆみる さ・え・ら書房

E5 22 １２つきのおくりもの　スロバキア民話より 石井　睦美 フレーベル館

K590 ｶ つくりかたがよくわかるお料理教室　３　ハンバーグ かんちく　たかこ 岩崎書店

K780 ｷ 基本から大会まで勝つ！長なわ８の字跳び最強のコツ 西沢　尚之 メイツ出版

E0 29 ぼくのどうぶつえん ねじめ　正一 鈴木出版

K790 ｺ 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部 創元社

K913 ﾌ まじょのナニーさん　〔３〕　女王さまのおとしもの 藤　真知子 ポプラ社

◎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 (２月に受入れた本の一部です。) ★★★

◎市立図書館

◇◇◇一般向け◇◇◇

◇◇◇子ども向け◇◇◇

◎高坂図書館

◎なしの花図書室



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 ・・・ 

・３月１３日（火）～１８日（日）  第９回 絵の森作品展 

・３月２０日（火）～２５日（日）  いきがい大学東松山学園 １９期絵画クラブ作品展 

・３月２７日（火）～４月２日（月） 青空会美術展 

 ■ 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 １９ ２０ ２１ 

■ちいさい子む

けおはなし会

２２ ２３ ２４ 

□おはなし会 

２５ 
●映画会 

 〈一般向け〉

２６ 

休館日 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

□おはなし会

■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/ 

3 月 

★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 

ところ 市立図書館３階視聴覚ホール 

対 象 市内在住の３歳～小学生までの児童 

と保護者（定員１００人） 

★「親子で楽しむ手作りおもちゃ教室」 

３月２５日（日）午後１時３０分～３時 

ところ 市立図書館３階研修室 

対 象 市内在住・在勤で３歳～未就学児の子 

どもと保護者（定員２０組） 

・託児サービスあり（生後６カ月～３歳まで） 

託児サービスを利用して保護者一人の参加も可 

持ち物 はさみ、持ち帰り用袋 

※それぞれ３月３日（土）から直接又は、電話で 

市立図書館へお申し込みください。（申込順） 

●子ども向け映画会 

「ふしぎの国のアリス」（７５分） 

３月１１日（日）午後１時３０分～

●一般向け映画会 

「旅立ちの島唄 十五の春」(１１４分)

３月２５日（日）午後１時３０分～

出演:大竹しのぶ 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。 


