
ひがしまつやま 

図書館だより№４８ ２０１９．３ 

東松山市立図書館・高坂図書館では、皆様の「調べる」を支援するた 

め、公衆無線ＬＡＮのアクセスポイントを設置しました。（災害時には 

災害用 Wi-Fi として利用）お手持ちのスマートフォンやノートＰＣなど 

で、メールやＳＮＳによる「認証」をしていただくと、無線ＬＡＮによ 

るインターネット接続が無料でご利用いただけます。 

〇ご自身で情報端末の設定をしてご利用ください。（カウンターへの申請は不要です） 

〇「公衆無線ＬＡＮのご利用にあたってのお願い（免責事項）」についてご了解いただいた 

うえでご利用ください。 

【接続方法】 
■ＳＴＥＰ１ お使いの端末の Wi-Fi を有効にして、hmylib_Wi-Fi に接続します。 

■ＳＴＥＰ２ 画面の指示にしたがい、メールアドレス（ＧｍａｉｌやＹａｈｏｏメー 

ル）またはＳＮＳアカウントで「認証」の登録をします。 

            ＊docomo、au、softbank などキャリアのメールアドレスは使えません。 

        ＊４月頃から認証方法が若干変更になる予定です。 

■ＳＴＥＰ３ ブラウザを立ち上げ、インターネットをご利用ください。 

【接続範囲】 

■市立図書館 ２階（パソコン席や社会人席の一部）と１階ロビー付近 

■高坂図書館 １階

＊接続範囲については、おおよその範囲を記してあります。電波の状態や機器の状況などに 

より範囲が変わりますのでご了承ください。 

平成３１年度から５年ごとに図書館利用券の更新手続きを実施します。登録情報の確認、更新処理 

後はそのまま図書館利用券をご使用いただけます。 

手続き開始日  ４月１日（月） 

手続き対象者  利用登録から５年以上経過した方 

手 続 き方法 図書館利用券と身分証明書をお持ちのうえ１階カウンターまでお越しください。 

在学・在勤の方は証明書等も必要になります。 

登録内容に変更がある場合は「変更届」へのご記入をお願いします。 

＊ご不明な点がございましたら、市立図書館ホームページ又は各図書館カウンターまでお尋ねください。 



※ 書影はTOOLiより引用 

 卒業 

ニュートリノ振動の発見により２０１５年にアーサー・Ｂ・マクドナルド氏と 

共にノーベル物理学賞を受賞された、東京大学宇宙線研究所長 梶田隆章氏の授賞 

式でのお写真と関係著作を展示しています。また、「漫画でわかる梶田隆章先生と 

ニュートリノ」（東松山市教育員会発行）は、ニュートリノについて、先生の小学 

生から大学生までについてや東松山市についてなど楽しく学べるとご好評いただい 

ています。市立図書館でも１冊５００円で頒布しています。 

「地球の歩き方」 ２９０チ   ダイヤモンド・ビッグ社 

仕事が休めないから･･･とか、子供がまだ小さいからと諦めていた 

長期旅行に、今こそ出かけてみませんか？バックパックに必要最低限 

の衣類、パスポートとお金を詰めて、足りないものは現地調達。 

ゆっくりじっくり、自分のペースで楽しむ旅は生涯忘れられない宝物 

になるはずです。 

学業からの卒業、就業からの卒業、子育てからの卒業、サークル活動からの卒業など、いろい 

ろな卒業がありますね。卒業はひとつの「お別れ」ですが、未来への「新たな一歩」でもありま 

す。山あり谷あり必ずしも最短距離では辿り着けなくとも、今までの経験や好奇心を糧にして、 

理想の自分へ近づけるよう歩いていきたいものです。 

「アジアでハローワーク」 ３６６シ  下川 裕治 著  ぱる出版 

アジアの様々な国、中国、タイ、カンボジア、ベトナム、マレーシア、 

シンガポール、韓国、台湾で働く日本人に、アジアで働き始めたきっかけ 

や、海外で働く上での心構え等を紹介しています。日本とは違った働き方 

を求める学業卒業者、新たなライフステージを求める就業卒業者の方へ。 

「かんたんぜったいデキます！パソコン超入門」 ００７イ  

井上 香織里 著 技術評論社 

 今や分らないことは何でもＡＩに聞いてしまえいう時代。園児や小学生 

の方がずっと使い方を知っているという電子機器ですが、なかなか馴染め 

ないでいる方も多いのでは？そんな方に朗報です。使えれば世界中の人と 

情報交換出来る便利な道具、諦めてしまうのはもったいない！ 

いざ、卒アナログ。とりあえず、２、３ページ読んでみませんか？

「専門各種学校案内」 ３７６ゼ   一ツ橋書店 

年を重ねたり経験を積んだりして、新たに学び直したくなるものが 

出来た時や、この道に進もうと精進してきて、ふと「私の求めている 

のは、ＡじゃなくＢだ！」と気が付いてしまった時。世の中には大学 

以外にも、こんなにたくさんの多種多様な専門各種学校があります。 

ご参考にどうぞ。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

010 ｻ 人物図書館 坂口 雅樹 郵研社

304 ﾔ 下から目線 車いす視点から社会を斬る 矢吹 文敏 ウインかもがわ

384 ｶ 街角の昭和遺産 河畑 悠 彩図社

402 ﾀ ノーベル賞受賞日本人科学者21人こころに響く言葉 竹内 薫 悟空出版

491 ﾄ 9つの脳の不思議な物語 ヘレン・トムスン 文藝春秋

548 ｱ アンドロイド基本原則 漱石アンドロイド共同研究プロジェクト 日刊工業新聞社

599 ｳ 男コピーライター、育休をとる。 魚返 洋平 大和書房

645 ｱ 明るい老犬生活 老犬生活応援隊 文一総合出版

726 ﾔ ヴィオラ母さん ヤマザキ マリ 文藝春秋

778 ｶ あの映画に、この鉄道 川本　三郎 キネマ旬報社

799 ﾓ もっと魅せる!輝く!よさこい上達のコツ 吉田 快 メイツ出版

911.3 ﾔ 俳句でつかう季語の植物図鑑 『俳句でつかう季語の植物図鑑』編集委員会 山川出版社

288 ﾃ 天皇<125代>の歴史 山本 博文 西東社

493.4 ﾏ 腸の冷えを取ると病気は勝手に治る 松生 恒夫 マキノ出版

594A ｱ 余り毛糸で楽しく編むかわいい小物100点 ブティック社

596G ｸ 蔵人直伝日本酒つまみ 酒GO委員会 日東書院本社

725 ﾌ とっても好きなうちの猫を鉛筆で描いてみた 冬杜 燈霧 自由国民社

491 ｼ まんがでわかる!からだのしくみ・病気のメカニズム 塩浦 信太郎 日東書院本社

596K ｲ ポリ袋でもっとかんたん!おいしい焼き菓子 稲田 多佳子 PHPエディターズ・グループ

645 ｲ 今すぐできる!猫が長生きできる家と部屋のつくり方 今泉 忠明 宝島社

E1 21 ソフィー、がっこうへいく パット・ジトロー・ミラー 光村教育図書

E2 19 ちゃのまのおざぶとん かねこ まき アリス館

K440 ﾍﾞ 世界をうごかした科学者たち 天文学者 ゲリー・ベイリー ほるぷ出版

K610 ｲ イチからつくるカレーライス 関野 吉晴 農山漁村文化協会

E2 22 ほしじいたけほしばあたけ　いざせんにんやまへ 石川 基子 講談社

K030 ｼ しつもん!ドラえもん 藤子・F・不二雄 小学館

K680 ｵ おおさかの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

E1 19 でんしゃからバイバーイ いしづ ちひろ くもん出版

E3 22 いろいろくにのいろいろさん かわにし よしと 鈴木出版

E4 22 ももたろう 西村 敏雄 あすなろ書房

◎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 (２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



・３月１２日（火）～１７日（日） 第１０回 絵の森展 

・３月１９日（火）～２４日（日） いきがい大学東松山学園１９期 絵画クラブ作品展 

・３月２６日（火）～３１日（日） 青空会美術展

なしの花図書室開室日 午後１時～５時１５分 

日時：３月１７日（日）午後２時～３時 

会場：市立図書館３階視聴覚ホール 

対象：市内在住の３歳～小学生までの 

子どもと保護者 

定員：１００人（申込順） 

申込：３月３日（日）～１４日（木） 

   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 

□おはなし会 

３ ４ ５ ６ 

■ちいさい子む

けおはなし会

７ ８ ９ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１０ 

●映画会 

〈子ども向け〉

１１ １２ １３ 

○２５周年記念

ミニ朗読会 

１４ １５ 
◆高坂
ちいさい子む

けおはなし会

１６ 

□おはなし会 

１７ 

☆らくご人形劇

１８ １９ ２０ 
■ちいさい子む

けおはなし会

２１ ２２ ２３ 

□おはなし会 

２４ 
●映画会 

 〈一般向け〉

２５ 

休館日 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 
□おはなし会

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/ 

３月 

●子ども向け映画会 

「ユニコ 魔法の島へ」（９１分） 

３月１０日（日）午後１時３０分～ 

●一般向け映画会 

「バックトゥザフューチャー」(１１６分)

３月２４日（日）午後１時３０分～

出演：マイケル・Ｊ・フォックスほか 

※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。 


