
ひがしまつやま 

図書館だより №４１ 
２０１８．８ 

・「ドナルド・ダッグ ドナルドの駅長さん」 

（アニメ･６８分） 

・「ライラの冒険 黄金の羅針盤」(１１３分)      ・「スパイダーマン」（１２１分）

※いずれも、午後１時３０分より市立図書館３階 視聴覚ホール 定員は１００人（先着順）です。 

 毎日、暑い日が続きますが無理は禁物。ちょっと図書館へ出掛けてみませんか？ 

夏休みも図書館では、楽しい企画を用意してお待ちしています。 

子どもかがくあそび教室 

「よわいかみ つよいかたち」 
～かこさとしさんの絵本をもとに実験しよう～

８月２２日（水）午前１０時～１１時３０分 

ところ 市立図書館３階研修室 

対 象 小学生 

定 員 ２０人（申込順） 

持 物 筆記用具 

申 込 ８月３日（金）～１７日（金）に 

直接又は電話で市立図書館へ 

日 時 ８月１８日（土） 

午前１０時～ 

ところ 高坂図書館２階大会議室 

対 象 幼児～小学校低学年 

 ２０人（申込順） 

内 容 おはなし会の後におりがみ 

で金魚鉢の飾りを作ります 

申 込 ８月３日（金）～１５日 

（水）に直接又は電話で 

高坂図書館へ



埼玉県内の高校図書館司書有志の方々が２０１７年に出版された本の中 

から「高校生に読んでほしい本」を投票、選書したものを紹介しています。 

市立図書館１階カウンター前にブックトラックに乗せて展示しました。 

著者や編集者のコメントポップカードも飾ってあります。貸出・返却のつ 

いでに、ぜひご覧ください。 

※ 書影はTOOLiより引用 

 夏空ロマン 

日が昇るとモクモクと立ち上る入道雲を従え、日が沈むと夕闇に身を染めてキラキラ輝く星々 

を纏う空。それだけでも十分浪漫的ですが、夏空はイベント盛りだくさん。 

日本各地で催される花火大会も華やぎを添えます。高原の丘の上、寝袋と双眼鏡片手に流れる星 

を数えたり、遠い宇宙に思いを馳せたり。そんな時の参考に、ぜひご活用ください。 

藤井旭の星座と星座神話 夏 ４４３フ 藤井旭 著 誠文堂新光社 

毎朝ニュースで「星座占い」が放送されるのは、日本ではお馴染み 

の光景ですが、世界では珍しいようです。さて、こちらの本。星座の 

見つけ方から、星々にまつわる神話や伝説、星座の起源と実にさまざ 

まなお話が満載で、な～んちゃって夏の星座マスターになれそうです。 

こころも育つ 図解ホタルの飼い方と観察 ４８６オ 

大場信義著 ハート出版 

  「昔はこの辺でもたくさん飛んでいたんだよ。」と、おとぎ話の 

ような気分で聞いていたホタルの存在がぐっと身近になる一冊。 

大切に育てて、夏の夜空にそっと放したら･･･。想像するだけでワ 

クワクしませんか？ 

トコトンやさしい ドローンの本 ５３８ト 日刊工業新聞社 

技術的発達、普及はめざましく、物流、農業、測量、通信、またイ 

ンフラ保守点検など、さまざまなビジネス用途への活躍が期待されて 

いるドローン。そんな近未来機器の歴史と種類、飛行原理や使われて 

いる様々な要素技術、操作技術など。あなたの「？」に対する答えが 

良くわかるよう解説されています。 

[図説] 虹の文化史 ４５１ス 杉山久仁彦 著 河出書房新社 

虹を見つけると少し得した気分になるのは私だけでしょうか。 

古来より「虹」は、人々の間でどのような存在だったのか。「虹」 

に何を感じ、その存在の謎にどう検証してきたのか。思想的、科学 

的のみならず美術、文学の分野からも「虹」をめぐる考察がオール 

カラーで紹介されています。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

069 ｵ 大人も楽しい博物館に行こう　知的好奇心をくすぐる全国８０スポット 昭文社

102 ｸ 哲学者１９０人の死にかた サイモン・クリッチリー 河出書房新社

164 ｼ 世界昆虫神話 篠田　知和基 八坂書房

404 ﾌ ツチハンミョウのギャンブル 福岡　伸一 文芸春秋

410 ｼ 数学７日間の旅 志賀　浩二 紀伊国屋書店

498 ｺ １日１０分でＯＫ！体幹を鍛える最強の「歩き方」 木場　克己 主婦と生活社

547 ｲ 今すぐ使えるかんたんＹｏｕＴｕｂｅ入門 ＡＹＵＲＡ 技術評論社

550 ﾄﾞ どうして海のしごとは大事なの？ 「海のしごと」編集委員会 成山堂書店

594D ﾊ ハーバリウムとボタニカルクラフト　大人のための花仕事手帖 主婦と生活社

709 ｾ 世界遺産１００断面図鑑 中川　武 宝島社

780 ﾆ 東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本 西川　千春 イカロス出版

910.2 ｵ 江戸「仕事人」案内　時代小説がもっとわかる！ 岡村　直樹 天夢人

141 ｼ 心理学でわかるひとの性格・感情辞典 渋谷　昌三 朝日新聞出版

367 ｸ 定年準備　人生後半戦の助走と実践 楠木　新 中央公論新社

480 ｷ キモかわいい。かわいいけど、やっぱりキモい！いきもの図鑑 マガジンボックス

492 ｲ 医者が教える最強の温泉習慣 一石　英一郎 扶桑社

595 ｱ 皮膚ねじりダイエット 新居　理恵 サンクチュアリ出版

210 ﾃ テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸　良二 朝日新聞出版

451 ｱ 天達のお天気１日１へぇ～　自然にはびっくりがいっぱい！ 天達　武史 幻冬舎

596G ｿ その手があったか！おつかれ晩ごはん 家ごはん研究会 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E0 25 もぐらはすごい アヤ井　アキコ アリス館

E2 24 バッタロボットのぼうけん まつおか　たつひで ポプラ社

K000 ｼﾞ 人工知能と友だちになれる？ 新井　紀子 誠文堂新光社

K400 ｷ 「びっくり！」から「なぜ？」を学ぶ小学生の理科実験 北原　淳 池田書店

E0 23 ペロのおしごと 樋勝　朋巳 小学館

E2 22 だんしゃく王とメークイン女王 苅田　澄子 講談社

K489 ﾕ クルミの森のニホンリス ゆうき　えつこ 小学館

E0 24 まいごのたまご アレックス・ラティマー ＫＡＤＯＫＡＷＡ

K640 ｶ カブトムシ＆クワガタムシ飼い方のポイント 小林　俊樹 メイツ出版

K913 ﾌ しゅくだいクロール 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所

◎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 (７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 ・・・ 

・８月３日（金）～５日（日） 平和のための戦争展 in 比企 

・８月８日（水）～１２日（日） 武田征繁遺作展 

・８月２８日（火）～９月２日（日） 李空窯陶芸教室作品展 

高坂図書館小会議室開放７月２１日（土）～９月２日(日)

 ■ 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 

■ちいさい子む

けおはなし会

２ ３ ４ 

□おはなし会 

５ ６ ７ ８ 

○ミニ朗読会

９ １０ １１ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１２ 

●映画会 

<子ども向け> 

１３ １４ １５ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１６ １７ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１８ 

□おはなし会

１９ 
●映画会 

<一般向け>

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

□おはなし会 

２６ ２７ 

休館日 

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/ 

８月 

● 子ども向け映画会 

「リボンの騎士」（アニメ･６３分） 

８月１２日（日）午後１時３０分～ 

● 一般向け映画会 

「地下鉄（メトロ）に乗って」(１２２分)

８月１９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。

対 象 市内在住・在勤・在学の方 

内 容 俳句・川柳・短歌（５句・首以内）、詩（１ 

編２５行以内）、随筆・紀行文・読書感想 

文（４００字詰原稿用紙５枚以内）、絵手 

紙（１点）７部門の内、１人２部門まで 

応募できます。 

申 込 １０月３１日（水）までに作品に住所・ 

氏名・電話番号を記入し、直接、郵送又

はメールで市立図書館または高坂図書館

へ 
SHIRITSUTOSHOKAN@city.higashimatsuyama.lg.jp


