
７月２２日（日）午前１０時３０分～正午 

市立図書館３階 研修室 

東松山市内にどのような古墳があるのか。 

主要な古墳や平成 29 年に築造時期がほぼ判明し話題となった将軍塚古墳のご紹介をします。 

また、将軍塚古墳が築造された古墳時代前期（3世紀後半～4世紀頃） 

東松山市域はどんな様子だったかも交えてお話しします。 

※事前申し込みが必要、７月２日（月）～  

定員５０人（申込順） 

直接又は電話で市立図書館へ 

ひがしまつやま 

図書館だより №４０ 
２０１８．７ 

イツモ防災キャラバン

スタンプラリー

７月２２日（日） 

午前１０時～午後３時 

市立図書館ほか 

＊ みなさん奮って 

ご参加ください 

講演会「東松山市の古墳」

まっくん★あゆみん 

もくるよ 

と  き ： ７月２１日（土）・２２日（日）

ところ ： 東 松 山 市 立 図 書 館 

講師：東松山市埋蔵文化財センター 佐藤幸恵所長

埼玉県では、平成３０年度に災害

への備えのＰＲイベントを「イツ

モ防災キャラバン」 

と称して県内３０か 

所で開催し、講座や 

相談会、ワークショ 

ップ等を行います。 

オープニング～１２時 

パフォーマンス： 

こじままりこさん 

＊ 詳細は、図書館まつりのチラシ 

をご覧ください 



高坂図書館では、７月２１日（土）～９月２日（日）の間、２階小会議室を学習 

用に開放します。夏休みの宿題やレポート作成などにご利用ください。 

また、なしの花図書室では、７月２１日（土）～８月３１日（金）の間、夏休み特 

別開室をします。いつもよりゆっくり本を選べるし、涼しい 

から帰りたくなくなるかも。どちらも第４月曜日にあたる 

７月２３日と８月２７日はお休みとさせていただきます。 

※ 書影はTOOLiより引用 

 うみ～ 

そろそろ梅雨も明けるかな？ということで。夏と言えば･･･海!!入っても入らなくても、ただ 

眺めたり、砂浜に寝転んで波音を聞きながらまどろんだりするのも楽しい定番スポットです。 

でも、最近の夏は暑すぎて屋外はちょっと･･･という時は、図書館の本の海に飛び込んでみませ 

んか？サメに齧られたりクラゲに刺される心配もありません。親子でゆっくりする読書は心を豊 

かに満たしてくれます。 

毎日釣り日和 ７８７ユ 夢枕 獏 毎日新聞社 

「陰陽師」「キマイラ」などの著者、夢枕獏氏の釣りエッセイ。 

  文壇一の釣りキチ（？）は、川も海も、それ食べられるの？という魚まで 

幅広く楽しまれているようです。釣り好きの方はもちろん、そうじゃない 

方でも、読後「ちょっと釣りに･･･」という気になりそうな一冊。 

 ＮＡＭＩ 梶井照陰写真集 ７４８カ リトルモア 

  とらえどころのない水の大塊、海。そこから繰り出さ 

れる波の圧倒的な重量感とパワーが伝わってくる写真集。 

僧侶でもある梶井氏が写し撮る佐渡島の波たち。 

うねり来る轟が頁の奥から聞こえてきませんか？ 

  干潟生物観察図鑑 ７８０ア 風呂田 利夫ほか 著 誠文堂新光社 

「河口に堆積した土砂からなる平坦な海岸の地形」を、「干潟」という 

そうです。川と海の出会う場所に住む生き物たちは、どんなふうに暮ら 

しているのでしょう。砂や泥の中でたくましく生きている彼らの種類や 

観察方法など、意外と知らない干潟についてわかり易く説明されてい 

ます。 

不思議ないきもの かわいいウミウシ ４８４イ 

今本 淳 写真･文 二見書房 

ウミウシってご存知ですか？小さな宝石と呼ばれる程色鮮 

やかなのに、海の中で彼らを見つけるのは、なかなか難しい 

そうです。暖かい海の浅瀬に暮らす彼らをお楽しみください。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

012 ﾛ 世界図書館遺産　壮麗なるクラシックライブラリー２３選 ギヨーム・ド・ロビエ 創元社

134 ﾂ 誰にもわかるハイデガー　文学部唯野教授・最終講義 筒井　康隆 河出書房新社

210 ﾀ 武士の日本史 高橋　昌明 岩波書店

291.36 ｲ いま気になる東京１００の体験 ＪＴＢパブリッシング

457 ﾀ 楽しい日本の恐竜案内 平凡社

488 ｻ 鳥の箱舟　絶滅から動物を守る撮影プロジェクト ジョエル・サートレイ 日経ナショナルジオグラフィック社

517 ﾀﾞ ダムの歩き方　全国版 萩原　雅紀 ダイヤモンド・ビッグ社

537 ﾂ ＥＶと自動運転　クルマをどう変えるか 鶴原　吉郎 岩波書店

613 ｵ 虫といっしょに家庭菜園　農薬に頼らずつくる 小川　幸夫 家の光協会

761 ﾅ 正しいドレミの歌い方　楽器がなくても楽譜は読める！ 鳴海　史生 アルテスパブリッシング

815 ﾛ 日本語が面白い！数え方の絵本 ロコ・まえだ 柳原出版

L913.6 ｲ 空飛ぶタイヤ　（大活字本） 池井戸　潤 埼玉福祉会

293 ｵ わたしの北欧案内ストックホルムとヘルシンキ おさだ　ゆかり 筑摩書房

364 ｽﾞ 図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 中尾　幸村 新星出版社

456 ﾓ 地層のきほん　やさしいイラストでしっかりわかる 目代　邦康 誠文堂新光社

507 ﾏ マンガでわかる知的財産の新常識　スッキリわかる！ 佐藤　大和 ナツメ社

596G ﾂ 香り野菜が好き！　さっぱり、ピリッとクセになる！おかずとおつまみ 堤　人美 家の光協会

499 ｵ 大人女子のためのココロとカラダがよろこぶアロマテラピー  パイインターナショナル

597 ｼﾞ 自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書 西沢　正和 ＰＨＰ研究所

774 ﾏ 歌舞伎座の快人　１９８４年の団十郎、猿之助、仁左衛門、玉三郎、勘三郎 松島　奈巳 淡交社

E1 23 つくえはつくえ 五味　太郎 偕成社

K360 ﾌﾞ 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン 岩崎書店

K480 ｵ 動物進化ミステリーファイル 大淵　希郷 実業之日本社

K640 ﾚ ファインディング・ゴビ ディオン・レナード あすなろ書房

E1 22 きみちゃんとふしぎねこ 藤原　ヒロコ ひさかたチャイルド

K480 ｳ うんこ図鑑　しらべる・くらべる・おぼえるチカラが身につく！ 荒俣　宏 日本図書センター

K913 ﾀ ちゃめひめさまとあやしいたから たかどの　ほうこ あかね書房

E0 20 かえるくんのおさんぽ きもと　ももこ 福音館書店

K790 ｷ やさしくてよくわかる！はじめての将棋レッスン 北尾　まどか 日本文芸社

K913 ﾑ 体育館の日曜日　ペットショップへいくまえに 村上　しいこ 講談社

◎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 (６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 

ちょっぴりこわい 

おはなし会とオリジナルふうりん作り 

８月８日（水）午後１時３０分～３時

平野市民活動センター２階 会議室

対 象 小学生 

定 員 ２０人（申込順） 

内 容 おはなし会の後、空き容器など 

で風鈴を作ります。 

申 込 ７月２日（月）～３１日（火）に 

直接又は、電話で市立図書館へ 

 ■ 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 

中学生チャ

３ 

レンジ 

４ 

■ちいさい子む

けおはなし会

５ ６ ７ 

□おはなし会 

８ ９ １０ １１ 

○ミニ朗読会

１２ １３ １４ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１５ 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 

☆図書館まつり

２２ 

☆図書館まつり

２３ 

休館日 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

□おはなし会 

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/ 

７月 

中学生チャレンジ!! 

７月２日（月）～７日（土）の 

期間、授業の一環として市内中学生が 

図書館にて職業体験を行います。 

カウンターでの貸出、返却作業体験や返却 

された本を書架へ戻す配架作業などに従事 

してもらう予定でおりますので、 

どうぞよろしくお願い 

いたします。 

なしの花図書室 

日 時 ７月１４日（土）・１５日（日）午前９時３０分～ 

会 場 市立図書館１階 ロビー 

対 象 市内在住・在勤・在学の方 

内 容 図書の持ち帰り（おひとり１０冊まで）

今年は図書館まつり 

一週間前の開催です 


