
９月１日は防災の日ですが、みなさん災害に対する準備はどれくらいされていますか？ 

先日、西日本豪雨で被害にあわれた地域の方々のニュースは記憶に新しいと思います。災害を 

体験したことがないと、何となく自分たちには起こらないのではないかと思ってしまいそうで 

すが、災害はあたりまえの日常生活に突然やって来ます。水や食料、生活必需品の備蓄も重要 

ですが、避難場所、避難経路、緊急時の連絡手段についても、年に一度は確認しておきたいも 

のです。 

※ 書影は TOOLi より引用 
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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 

っています。７月に開催し 

た図書館まつりでも、スタンプラリーで 

 ご協力いただきました。 

図書館は、市立・高坂共に災害時 

帰宅困難者のための避難所に指定さ 

れています。一朝有事の際の一助と 

して、ご記憶ください。



９月１５日（土）・１６日（日） 午前９時３０分～ 

ところ 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（１人１０冊まで） 

※ 書影はTOOLiより引用 

 きこえてくるよ

クラシック音楽の歴史 ７６２ナ 中川 右介 著 七つ森書館 

音楽史に残るような西洋音楽を、広義かつ、古代から近現代まで 

幅広く捉えつつ、数時間で音楽史が読めるように書かれています。 

名曲誕生秘話をグレゴリオ聖歌からスター・ウォーズまで。 

８８の人と事件と言葉を紹介しています。 

必ず役立つ合唱の本 日本語作品編 ７６７カ  

古橋 富士雄 監修 ヤマハミュージックメディア 

  歌う時、ただ譜面通りに声を出すのではなく、詩の意味、作品の 

背景を知り理解を深めることで、ぐんと演奏の完成度に差がつきま 

す。楽しく歌う段階から、ひとつ上を目指して。美しいハーモニー 

に磨きをかけてみたい方へ。 

楽器万華鏡 ７６３ガ 武蔵野音楽大学楽器博物館 編 時事通信社 

武蔵野音楽大学楽器博物館は、５，６００点を超える資料を所蔵 

する、日本最大かつ初の楽器博物館です。その膨大なコレクション 

の中から、西洋楽器を中心に歴史的な邦楽器、世界各地の民族楽器 

など選りすぐりの１８３点を、カラー写真と楽器に秘められた物語 

と共にお楽しみください。 

初心者のサックス基礎教本 ７６３カ

河原塚 ユウジ 編著 自由現代社 

「サックス」には、ソプラノ・アルト・テナー・バリトンと種類 

があるのをご存知ですか？楽器の選び方から取り扱い、演奏法など、

楽器を始めたいけど何から手を付けていいか分からない時の参考に。

音が出せるようになったら、巻末の実践トレーニング譜「ムーンラ 

イト・セレナーデ」や「ルパン三世のテーマ」に挑戦するのもいい 

ですね。 

火星の大接近と共にやって来た猛暑も徐々に遠ざかって行く中、空の色や風の音に秋の気配 

を感じるようになりました。秋と言えば「芸術の秋」ということで、今月は「音楽」に関する 

資料を集めました。さまざまなジャンルの音楽についての知識や、歴史、楽器の演奏法、合唱法

などご紹介します。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

007 ｵ 大きな字でわかりやすいパソコン入門 ＡＹＵＲＡ 技術評論社

289 ﾔ 走り続ける力 山中　伸弥 毎日新聞出版

369 ｶ ゼロからスタート英語ボランティア 川本　佐奈恵 Ｊリサーチ出版

480 ﾐ 無脊椎水族館 宮田　珠己 本の雑誌社

498 ｻ 虫から死亡推定時刻はわかるのか？　法昆虫学の話 三枝　聖 築地書館

517 ﾐ トコトンやさしいダムの本 溝淵　利明 日刊工業新聞社

559 ﾄ ビジュアル合戦雑学入門　甲冑と戦国の攻城兵器 東郷　隆 大日本絵画

626 ﾜ いちごだんめん図鑑 わたなべまこ＠築地市場ドットコム 小学館

754 ﾋﾟ 家族がよろこぶダンボール工作 ｐｉｋａ 日本ヴォーグ社

810 ｲ 今どきの日本語　変わることば・変わらないことば 遠藤　織枝 ひつじ書房

910.2 ﾅ 漱石の地図帳　歩く・見る・読む 中島　国彦 大修館書店

933 ｲ 盗まれたフェルメール マイケル・イネス 論創社

159 ｼﾞ 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Ｊａｍ サンクチュアリ出版

291 ｲ 戦国武将が愛した名湯・秘湯 岩本　薫 マイナビ出版

300 ｶ 中学校の公民が１冊でしっかりわかる本 蔭山　克秀 かんき出版

443 ﾎ ホーキング、最後に語る　多宇宙をめぐる博士のメッセージ スティーヴン・Ｗ．ホーキング 早川書房

596H ｻ 野菜のごちそう弁当 坂本　ちなみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291.36 ｲ 一年ごとに世界が変わるこどもと一緒の東京ガイド ＤＡＹ　ＯＵＴ　ＢＯＯＫＳ

498 ｽ まごにわやさしい簡単ダイエットレシピＢＥＳＴ４０ 隅垣　麻理子 評言社

595 ｵ 大人がきれいに見えるメイク 岡野　瑞恵 光文社

E1 24 すなのたね シビル・ドラクロワ 講談社

E3 24 旅の絵本　９ 安野　光雅 福音館書店

K440 ﾀ 星空を届けたい　出張プラネタリウム、はじめました！ 高橋　真理子 ほるぷ出版

K489 ﾕ クルミの森のニホンリス ゆうき　えつこ 小学館

E0 22 ヒョウのハチ 門田　隆将 小学館

E0 25 うみまでいけるかな？ 新井　洋行 ひさかたチャイルド

K457 ﾔ やりすぎ恐竜図鑑　なんでここまで進化した！？ 小林　快次 宝島社

E3 17 たっちだいすき 聞かせ屋。けいたろう アリス館

E3 21 みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ アリス館

K200 ﾐ みんなが知りたい！「世界のふしぎ」がわかる本 カルチャーランド メイツ出版

◎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 (８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



・９月４日（火）～９日（日）     第２０回 フォトクラブからこ写真展 

・９月１１日（火）～１６日（日） ミラの会 第１６回 水彩スケッチ展 

・９月１８日（火）～２３日（日） 第７回 エトワール油彩会展 

・９月２５日（火）～３０日（日） 埼玉読売写真クラブ大東大支部会 第１６回写真展 

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 

□おはなし会 

２ ３ ４ ５ 

■ちいさい子む

けおはなし会

６ ７ ８ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

９ 

●映画会 

<子ども向け> 

１０ １１ １２ 

○ミニ朗読会

１３ １４ １５ 

□おはなし会

１６ 
●映画会 

<一般向け>

１７ １８ １９ 
■ちいさい子む

けおはなし会

２０ ２１ 
◆高坂
ちいさい子むけ

おはなし会

２２ 

□おはなし会 

２３ ２４ ２５ 

休館日 

２６ ２７ ２８ ２９ 

□おはなし会

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/ 

９月 

● 子ども向け映画会 

「トラップ一家物語」（９０分） 

９月９日（日）午後１時３０分～ 

● 一般向け映画会 

「やさしい本泥棒」(１３１分)

９月１６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。

展示室のご案内 

９月２４日（月）の振替休日に開館するた 

め、翌日２５日（火）が休館日となります。 

そのため、資料の閲覧、貸出等の図書館業務 

は行われませんが、「埼玉読売写真クラブ大 

東大支部会 第１６回写真展」は、図書館３階 

展示室にて午後１時より開催されます。 


