
ひがしまつやま 

図書館だより №４９ ２０１９．４ 

子どもの読書活動の推進に関する法律により、４月 

２３日は、「子ども読書の日」と定められています。 

また、４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」して 

「子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場 

所を」との願いから誕生しました。 

これらは、子どもに読書を勧めるだけに留まらず、大人に 

とっても子どもの読書の大切さを考えましょうという 

取り組みでもあります。 

４月２０日（土）午後２時～３時 

市立図書館１階 おはなしコーナー

  対 象：幼児～小学生 

市立図書館では、パネルシアターや 

大型絵本などを使って、いつものおは 

なし会がさらにパワーアップ！ 

一味違うひと時が、みなさんのお越し 

をお待ちしています。 

５月１１日（土）午前１１時～ 

１１時３０分 高坂図書館２階 和室

  高坂図書館では、絵本、紙芝居に加え 

エプロンシアターや手遊び歌など行い 

ます。一緒に楽しみましょう。 

       ＊６月より毎週金曜日におは 

なし会を行います。 

ご参加お待ちしており 

ます。 

市立図書館 高坂図書館 



※ 書影はTOOLiより引用 

 さよなら平成 

市立図書館１階 天の園コーナーでは、打木村治の作品「天の園」と、そ 

れに因んだ模型などを併せて展示しています。「天の園」は、明治後半から 

大正時代、作者が小学校時代を過ごした唐子村(現在の唐子地区)を舞台に 

描かれた全六部の長編小説で、「路傍の石」「次郎物語」とともに三大児童 

文学と言われています。 

平成史 ２１０．７７オ  小熊 英二 編著  河出書房新社 

冷戦安定期最も栄えた国でありながら、冷戦後のグローバル化と国 

際秩序の変化に対応できなかった日本。その冷戦後の歴史が「平成史」 

ともいえるのではないだろうか･･･という、小熊氏の序文から始まる本 

書は、気鋭の論者たちが集い、各ジャンルからこの時代を描いています。 

２０１２年刊。 

 とうとう平成最後の月ですね。新元号を迎える前に、少し「平成」を振り返ってみましょう。

この３０年、いろいろな出来事がありました･･･ベルリンの壁が壊され東西ドイツが一つになり 

ました。さらに湾岸戦争の勃発、ソ連の崩壊、アメリカ同時多発テロ。日本では、阪神淡路大震 

災や地下鉄サリン事件が起きました。歴史を振り返り再認識するということは、新しい時代を 

生きていく我々の一助になるのではないでしょうか。 

期待バブル崩壊 ３３２ノ  野口 悠紀雄 著  ダイヤモンド社 

バブルと聞くと、色とりどりの羽扇子を振りながらお立ち台で踊りま 

くる、ワンレンボディコンの女性を思い浮かべますが、こちらは極めて 

真面目に消費増税後のアベノミクスの行方や、日本経済の重要テーマに 

ついて検証しています。「週刊ダイヤモンド」連載等の書籍化。 

２０１４年刊。 

３・１１と１・１７  大震災- ３６９コ 

             小林 正典 写真  ビレッジプレス 

 忘れられない、どんなに時間が経っても忘れちゃいけない。 

こんなことが日本で起こるなんて。あの日、目の前にあるテレビ 

画面の中では、小説や映画でしか起こりえない光景が映し出され 

ていました。涙で曇るファインダーを必死に見つめながら切り取 

り出された現場の写真集。 

国民とともに歩まれた平成の３０年 ２８８コ 

               宮内庁侍従職 監修  毎日新聞社 

天皇、皇后両陛下は４月１０日にダイヤモンド婚式を迎えられるそ 

うです。常に「国民と共にある」皇室を希求され、行動されていらし 

たお二人ですが、４月３０日にはご退位され、上皇、上皇后陛下とな 

られます。平成の御世の御足跡を約２００点の写真でたどり、縁のお 

品なども紹介されています。 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

019 ﾅ スポーツするえほん 中川 素子 岩波書店

238 ﾌ ナチスから図書館を守った人たち デイヴィッド　E.フィッシュマン 原書房

310 ｾ 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上 彰　監修 講談社

467 ｾ 世界でいちばん素敵な進化の教室 長谷川 政美　監修 三才ブックス

470 ｶ ルーペで発見!雑草観察ブック 亀田 龍吉　写真・文 世界文化社

547 ｲ 大きな字でわかりやすいLINE入門 岩間 麻帆 技術評論社

593 ﾎ ほんとうに使えるベビーからの服とこもの nunocoto 日東書院本社

596G ﾏ 予約のとれない家政婦makoのひとりぶんからレンチンごはん mako KADOKAWA

645 ｲ 一緒に作って食べられる犬のごはん 須崎 恭彦　監修 マイナビ出版

702 ﾐ そのとき、西洋では 宮下 規久朗 小学館

786 ﾊ ブッシュクラフト読本 長谷部 雅一 メイツ出版

798 ｼ 小学生はできるのに!大人は解けないクイズ 知的生活追跡班編 青春出版社

333 ﾛ お金の流れで読む日本と世界の未来 ジム・ロジャーズ PHP研究所

440 ｺ 宇宙はどこまでわかっているのか 小谷 太郎 幻冬舎

591 ｵ 役所は教えてくれない定年前後「お金」の裏ワザ 荻原 博子 SBクリエイティブ

594D ｷ 季節を楽しむフェルトのつるし飾り ブティック社

596I ﾄ おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田 佐奈栄 主婦の友社

159 ﾓ 55歳の壁を乗り越える!一生使える脳の鍛え方 茂木 健一郎 日本能率協会マネジメントセンター

596K ﾛ 猫いっぱいのスイーツBOOK Laura KADOKAWA

778 ｷ 一切なりゆき 樹木 希林 文藝春秋

E1 28 ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール さ・え・ら書房

K489 ｳﾞ くまくらべ ケイティ・ヴィガーズ 東京書店

K580 ｲ イチからつくるあめ 本間 祐子　編 農山漁村文化協会

K750 ｲ 英語でおりがみ いしかわ まりこ 汐文社

E3 24 とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎 福音館書店

E5 20 銀のうでわ 君島 久子 岩波書店

K470 ｲ むしをたべるくさ 渡邉 弘晴　写真 ポプラ社

E1 19 おんぶおんぶのももんちゃん とよた かずひこ 童心社

E2 19 すごいぞ!!きょうりゅう 鎌田 歩 教育画劇

K750 ｼ 大人気!!親子であそべるかわいい!おりがみ 新宮 文明 高橋書店

◎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 (３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 

 ■ 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 ３ 

■ちいさい子む

けおはなし会

４ ５ ６ 

□おはなし会 

７ ８ ９ １０ 

○ミニ朗読会

１１ １２ １３ 

□おはなし会

◇高坂 

おはなし会 

１４ 

●映画会 

１５ １６ １７ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１８ １９ 
◆高坂
ちいさい子むけ

おはなし会

２０ 

□ちょっとスペ

シャルおはなし

会

２１ 
●映画会 

２２ 

休館日 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

□おはなし会 

２８ ２９ 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/ 

４月 

● 映画会 

「ムーミン 友情の巻」（１００分） 

４月１４日（日）午後１時３０分～ 

「天使のいる図書館」(１０８分)

４月２１日（日）午後１時３０分～ 

出演：横浜 流星ほか 

※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。

・４月２日（火）～８日（月） 絵画クラブ「楽画会」第３回 絵画展 

・４月９日（火）～１５日（月） 第５７回 平成美術会展 

・４月１６日（火）～２１日（日） 水彩サロン・ド・比企展２０１９ 

展示室のご案内 

   市立図書館・高坂図書館・なしの花図書室 

では、新着本の紹介や展示を行っています。 

また、図書館ホームページ内、子どもページ 

には「おすすめのほん」を紹介しています。 

新しい本と出会う参考に、ぜひ 

ご覧ください。 

５月３日（金）の託児サービスはお休みと 

させていただきます。お申し込みの際お間違え 

のないようお気を付け 

ください。 


