
ひがしまつやま 

図書館だより №37 ２０１８．４ 

平成３０年度の 

図書館事業をご紹介します 

官報とは、法律・政令等の制定・改正の 

情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される 

国が発行している新聞のようなものをいいます。 

市立図書館にも所蔵していますが、この中から必要 

な情報を探し出すのは少々大変･･･。 

そんな時このデータベース検索が 

活躍します。ご利用の際は、 

２階カウンターへお声掛け 

ください。 

東松山市子ども読書活動推進計画 

の一環として、市内の小学生に「読書 

通帳」の配布（１１月以降を予 

定）を行います。 

本を読んだら、この通帳に読ん 

だ本の題名や日付など記録して、 

心の貯金を作りながら本に親 

しんでいただければと思いま 

す。通帳がいっぱいになりま 

したら市立図書館へお持ち 

ください。 

図書館の貸し出し、返却、検索などを行う図書館シ 

ステムの更新を行います。新しいシステムでは、検索 

機能の向上により、資料もより探しやすくなります。 

また、ホームページのリニューアルなども行います。 

 そのため、例年１週間ほど設けていた 

１０月の特別整理休館を今年度は２週間 

ほどとらせていただく予定です。詳細は 

 広報ひがしまつやま、図書館だより１０月 

号でお知らせいたします。 



春です！まだ花粉の余韻は残っていますが、お出掛けするには暑くもなく寒くもなく最適な 

時機到来と言えるのではないでしょうか。ちょっとご近所を散策するもよし、少し足を延ばして 

お花見に行くもよし。そこでお弁当を食べるのも楽しいですね。なかなかお出掛けするのは･･･ 

という時は、名所の写真集で旅行気分を楽しむのもアリ？ 

今年の「子ども読書の日」は４月２３日（月）、「こどもの読書週間」 

は４月２３（月）～５月１２日（土）です。市立図書館でも協賛して、 

４月２１日（土）に「ちょっとスペシャルおはなし会」を、高坂図書館で 

も４月２２日（日）に「おはなし会＆新聞紙で遊ぼう」を開催します。 

みなさん奮ってご来館ください。 

 さあ、でかけましょう 

「どんどん虫が見つかる本」４８６ス 鈴木梅花 著 文一総合出版 

普段駆け足で通り過ぎてしまういつもの道。ちょっと立ち止まって見 

てみると･･･こんなところにこんな虫が！！この本では、現在活躍中の 

研究者と写真家が伝授する「虫の見つけ方」と「観察ポイント」が掲載 

されています。この本を見ていると、４歳の弟がお土産と称してくれた 

紙袋一杯のダンゴ虫を思い出します。 

「かなことめぐる自然散歩」４６０カ 群馬県立自然史博物館 編著 

                                                メイツ出版 

カナヘビのかなこさんとお散歩に出かけてみませんか？身の回りに 

ある草花、木々、昆虫、動物。よくよく観察してみると新たな発見がたく 

さんありそう。近づいたら危険な生き物や植物についても紹介されて 

います。昨今流行の鳴き声ＱＲコード付き。 

「あ～るママの おにぎりびより」５９６ア あ～るママ 著 

主婦と生活社 

 簡単に作れてどこにでも持って行ける万能なお弁当、おにぎりの本 

です。まぜおにぎり、肉おにぎり、デコおにぎりとバラエティ豊かで 

具材も、こんな組み合わせがあるのねと感心してしまいます。その側 

にそっと控えているおかず達も実に美味しそうです。 

「サクラ・さくら・桜」７４８サ ブティック社 

タイトル通り日本各地の桜花の写真集です。北は北海道富良野の山間 

から南は熊本県南阿蘇まで、清楚でもあり妖艶でもあり何とも形容し 

がたい美しさを誇る桜たちが満開満載です。最近疲れちゃったとか癒 

されたい方にも効果がありそう。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

210.76 ｻ １９７０年代の思い出アルバム 坂上　正一 フォト・パブリッシング

291.66 ｾ 世界遺産「熊野古道」歩いて楽しむ南紀の旅　改訂版 伊勢・熊野巡礼部 メイツ出版

316 ｱ ユダヤ人を救った動物園　アントニーナが愛した命 ダイアン・アッカーマン 亜紀書房

386 ｲ 一度は観たい日本の祭り  昭文社

599 ｵ おとなごはんと一緒に作るあかちゃんごはん　離乳食編 高橋　若奈 日東書院本社

786 ﾐ 登山者のための法律入門　山の法的トラブルを回避する 溝手　康史 山と渓谷社

791 ｲ 茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本　お茶を楽しむ 入江　亮子 世界文化社

795 ｱ 囲碁ＡＩが変えた新しい布石・定石の考え方 安斎　伸彰 マイナビ出版

833 ﾏ 図解英単語イメージ辞典 政村　秀実 大修館書店

911.3 ｴ 六輔五・七・五 永　六輔 岩波書店

929 ﾌ 誰でもない ファン　ジョンウン 晶文社

936 ｱ モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム ＮＨＫ出版

188 ﾜ お寺はじめました 渡辺　源昇 原書房

596G ﾀ 料理用あま酒、はじめました。 舘野　真知子 光文社

609 ｲ 知っておきたい単位の知識　 伊藤　幸夫 ＳＢクリエイティブ

672 ﾀ 物流は世界史をどう変えたのか 玉木　俊明 ＰＨＰ研究所

687 ﾐ みんなの機内食　天空のレストランへようこそ！ 機内食ドットコム 翔泳社

291 ﾆ 日本遺産を旅する　２ 一個人編集部 ベストセラーズ

594F ｲ まいにちつかうもの 石川　ゆみ 筑摩書房

726 ﾊﾟ パッと描けてかわいい＆おしゃれボールペンイラスト  ナツメ社

E1 26 うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン ポプラ社

E3 23 プランクトンのえほん　〔３〕　植物プランクトン 吉田　丈人 ほるぷ出版

K460 ｶﾞ 外来生物のひみつ　ヒアリからカミツキガメ、アライグマまで 今泉　忠明 ＰＨＰ研究所

K770 ｼ かぶきわらしの義経千本桜 庄司　三智子 出版ワークス

E0 19 イオマンテ　めぐるいのちの贈り物 寮　美千子 ロクリン社

K490 ｲ 健康のすすめ！カラダ研究所　１　うんことカラダ 石倉　ヒロユキ 偕成社

K740 ｲ そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫 小学館

E0 27 おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー 岩崎書店

K740 ｲ そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫 小学館

K913 ﾄ 妖怪一家の温泉ツアー 富安　陽子 理論社

◎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 (３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



・・・ 展示室のご案内 ・・・ 

・４月３日（火）～９日（日）   第２回 楽画会絵画展 

・４月１７日（火）～２２日（日） 第２２回 水彩サロン・ド・比企展 

・４月２４日（火）～３０日（月） 第５５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 

◆ 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 ４ 

■ちいさい子む

けおはなし会

５ ６ ７ 

□おはなし会 

８ 

●映画会 

〈子ども向け〉

９ １０ １１ 

○ミニ朗読会

１２ １３ １４ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１５ 

●映画会 

 〈一般向け〉

１６ １７ １８ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１９ ２０ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

２１ 

□おはなし会 

２２ ２３ 

休館日 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

□おはなし会 

２９ ３０      

■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/ 

４月 

●子ども向け映画会 

「愛少女ポリアンナ物語(ストーリー)」（９０分） 

４月８日（日）午後１時３０分～

●一般向け映画会 

「横道世之介」(１６０分)

４月１５日（日）午後１時３０分～

出演: 高良健吾、吉高由里子 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。 

●市立図書館 <子ども読書週間協賛> 

「ちょっとスペシャルおはなし会」 

４月２１日（土）午後２時～３時 

１階児童室おはなしコーナー

いつものおはなし会がパワーアップ!! 

パネルシアター、大型絵本など盛りだくさんです。 

●高坂図書館 <子ども読書週間協賛> 

「おはなし会 ＆ 新聞紙で遊ぼう」 

４月２２日（日）午後１時３０分～３時 

高坂図書館 ２階大会議室 

対 象 ３歳～小学校低学年 

（未就学児は保護者同伴） 

定 員 ２０名（申込順） 

申 込 ４月３日（火）～ 

直接又は電話で高坂図書館へ 


