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テーマに沿って本を詰め合わせた「本の福袋」

を貸出します。普段は手に取らないテーマの本

にも挑戦してみて下さい。 

日時 １０⽉２９⽇(⽕)〜１１⽉２４⽇(⽇) 

対象 利⽤券をお持ちの⽅ 

いつものおはなし会がパワーアップ︕⼤型絵

本、パネルシアター、紙芝居などを⾏います。 

日時 １０⽉２６⽇(⼟) 午後２時〜３時 

場所 １階児童室 おはなしコーナー 

日時 10 ⽉ 20 ⽇(⽇) 午後 1 時 30 分〜3 時 

場所 平野市⺠活動センター2 階会議室 

対象 小学生  

定員 15 名(申込順) 

申込 10 ⽉ 2 ⽇(⽔)〜17 ⽇(⽊)までに直接・電

話で市⽴図書館へ。または、直接なしの花

図書室へ。 

日時 １０⽉２5 ⽇(⾦) 午後１時３０分〜３時 

場所 東松⼭市⽴図書館 ３階研修室 

定員 １０名(申込順) 

対象 おおむね４０歳以上 

申込 １０⽉ 2 ⽇(⽔)〜２０⽇(⽇)までに、直接

または電話で市⽴図書館へ。 

持物 紹介したい本、筆記⽤具 

１０⽉２７⽇から１１⽉９⽇は『読書週間』です。図書館では、すべて
の世代の人たちに本に親しむきっかけをつくってもらおうと様々なイベ
ントを企画しています。ぜひ参加してみてください。 
また、映画会・おはなし会・ミニ朗読会は毎⽉⾏っています。気になる
⽅は最後のページのカレンダーをご覧ください。 



 スポーツの秋                                                                              

大好きな本をおすすめするＰＯＰ（本の紹介カード）を作り、図書館に飾ります。 

日時 11 ⽉ 10 ⽇（⽇） 午後 1 時 30 分〜3 時 30 分 

場所 3 階研修室  定員 18 組（申込順） 

講師 片⼭
かたやま

茂
しげる

さん（ＰＯＰインストラクター） 

対象 3 歳児〜小学生と保護者（市内在住・在勤） 

持物 筆記⽤具、のり、はさみ、定規、色フェルトペン、いろがみ、シールな

どＰＯＰの材料として使いたいもの 

申込 10 ⽉ 2 ⽇（⽔）〜10 ⽉ 31 ⽇（⽊）に直接⼜は電話で市⽴図書館へ 

※託児サービスあり（6 か⽉〜2 歳児 申込順） 

親子で作ろう本のＰＯＰ講座 

『ラグビー語辞典』７８３サ  斉藤健仁 誠文堂新光社 

９月から開催しているラグビーワールドカップ。話題となって

いるけど、ルールや言葉を知らない…という人はこの本でラグビー

について勉強しましょう。基本的なことから細かいところまで載っ

ています。フルカラーでイラスト付きなので、飽きずに読めます。 

『スポーツまちづくりの教科書』７８０ス 松橋崇史ほか 青弓社 

 地域を活性化させる一つの手段として、“スポーツ”が脚光を

浴びています。全国のまちづくり事例を紹介しつつ、スポーツ経

営学スポーツ社会学などの専門家が解説をしています。より深く

学びたい人に向けた参考文献も載っています。 

『スポーツする人のためのリカバリーごはん』 ７８０ス 

女子栄養大学出版部 

日頃スポーツをして、毎日の食事を気にしている方にオススメ

の一冊。運動後のリカバリー力を高める献立のルールや、簡単レシ

ピが満載です!食事面からも身体のサポート始めましょう。 

 風が涼しくなり秋めいてきましたね。秋といえば、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋…

そして『スポーツの秋』です。来月には「日本スリーデーマーチ」が開催されます。健

康維持のためにスポーツを始めたい人、観戦するために知識をつけたい人、食事に工夫

したい人のために、様々な本を集めました。 



書     名 著 者 名 出 版 社
023 ｻ ベストセラー全史 近代篇 澤村 修治 筑摩書房
159 ｽ ほどよい“居場所”のつくりかた 菅原 圭 朝⽇新聞出版
210.48 ｼ 新視点関ケ原合戦 白峰 旬 平凡社
312 ｽﾞ 図解でわかる14歳からの地政学 鍛冶 俊樹監修 太田出版
446 ﾌ ⽉と暮らす。 藤井 旭 誠文堂新光社
519 ﾌﾟ プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田 秀重監修 東京書籍
675 ﾆ ⽇本の消費者は何を考えているのか? 野村総合研究所 東洋経済新報社
723 ﾃ 天使と悪魔の絵画史 春燈社編 ⾠⺒出版
837 ﾊ 3語でできるオリンピック&パラリンピック英会話 カン アンドリュー ハシモト DHC

002 ﾌ 東⼤教授が考えるあたらしい教養 藤垣 裕子 幻冬舎
210.32 ｾ 世界遺産登録へ!百舌鳥・古市古墳群のすべて 洋泉社
365 ｻ すべてのマンションは廃墟になる 榊 淳司 イースト・プレス

492 ﾌ 体が整うツボの解剖図鑑 福辻 鋭記 エクスナレッジ
589 ﾏ マダム・チェリーの「人生が楽しくなるおしゃれ」 マダム チェリー 講談社
594E ﾀ 柄を楽しむ布こもの 瀧田 裕子[] ブティック社
596G ｳ ぜ〜んぶ⼊れてスイッチ「ピ!」炊飯器で魔法のレシピ100 ⽜尾 理恵 主婦の友社
625 ｻ ⾥⼭⾷堂が教える果樹の収穫・保存・料理 ⻄東社編集部編 ⻄東社
750 ﾍﾟ ペットボトルで作るかわいい便利こもの ブティック社

146 ﾅ 10代のための疲れた⼼がラクになる本 ⻑沼 睦雄 誠文堂新光社
913.6 ｱ にゃん! あさの あつこ 白泉社

E0 24 おやさいしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所
E2 22 おばけきょうだいはじめてのハロウィーン 松田 奈那子 小学館
K402 ﾃﾞ でんじろう先生の科学は爆発だ 米村 でんじろう 幻冬舎
K530 ｵ 鉄道ずかん 小賀野 実 JTBパブリッシング

K814 ｺ こどもきせつのことば絵じてん 神野 紗希 三省堂

E0 18 さかながはねて 中川 ひろたか 世界文化社
E1 22 10ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ おさむ ひかりのくに
K460 ｵ おさわがせいきもの事典 加藤 英明 高橋書店
K913 ﾑ 職員室の⽇曜⽇ 村上 しいこ 講談社

E2 28 おばけのパンこうじょう オームラ トモコ 理論社
E3 20 サメだいすきすいぞくかん ともなが たろ アリス館

★★★ 新 着 案 内 (９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◆◆◆

◎なしの花図書室

◎なしの花図書室

◎高坂図書館

◎市⽴図書館

◎高坂図書館

請求記号



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   
高坂図書館 ◇ おはなし会 午前１１時～１１時３０分 

託児サービス 毎週金曜日 午前１０時～午後１時   …高坂図書館    …市立図書館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ 
■ちいさい子む

けおはなし会 

３ ４ 

◇高坂 

おはなし会 

５ 
□おはなし会 

６ 

 

７ ８ ９ 

○ミニ朗読会 
１０ １１ 

◇高坂 

おはなし会 

１２ 

□おはなし会 

１３ 

●映画会 

１４ １５ １６ 

■ちいさい子む

けおはなし会 

１７ １８ 
◇高坂 

おはなし会 

１９ 

□おはなし会 
 

２０ 

●映画会 

２１ 

 

２２ ２３ ２４ ２５ 
◇高坂 

おはなし会 

２６ 

□おはなし会 

●映画会 

２７ 
 

２８ 

休館日 

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/ 

１０月 

・10 ⽉ 8 日（⽕）〜14 日（⽉）第 31 回 紫泉会作品展 

・10 ⽉ 15 日（⽕）〜21 日（⽉）ビオレッタの会 絵画作品展 

・10 ⽉ 29 日（⽕）〜11 ⽉ 3 日（日）第６回芙蓉の会 絵画作品展 

展示室のご案内 

● 映画会  

10 ⽉ 13 日(日) 午後 1 時 30 分〜  
「オリエント急⾏殺⼈事件」（11３分） 

10 ⽉ 20 日(日) 午後 1 時 30 分〜  
「永い言い訳」（1２４分） 

10 ⽉ 26 日(⼟) 午後 3 時 10 分〜  
「あらいぐまラスカル」（９０分） 

※会場︓市⽴図書館３階 視聴覚ホール 
定員︓１００名（先着順） 

日時 １０月２０日（日） 

午前９時３０分から 

場所 市立図書館 １階ロビー 

対象  市内在住・在勤・在学の方対象 

内容  図書の持ち帰り（１人１０冊まで） 

http://www.libcity.higashimatsuyama.saitama.jp/

