
ひがしまつやま

図書館だより №５１

図書館で子育て応援します

２０１９．６

たなばたかざりの会

日時６月２９日（土）

午後３時～４時

場所１階ロビー

内容七夕飾りを作って飾ります。

協力つくしんぼの会

ぜひ、親子で参加してみてく ださい。

楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

○市立図書館

「 ちいさい子むけおはなし会」

毎月第１、３水曜日

午前11時～11時30分

「 おはなし会」

毎週土曜日 午後2時～3時

○高坂図書館

「 おはなし会」

毎週金曜日 午前11時～11時30分

図書館にいるほんの少しの間でも、お子さんと離れ

てお気に入りの本をよんだり、雑誌をめく ったり

…。ちょっと、一息。

毎月第１週目の金曜日（ 高坂図書館）

毎月第2週目以降の金曜日（ 市立図書館）

午前10時～午後1時の間の1時間

対象のお子さん 生後6か月～未就学児

※詳しい申込み方法は、お問い合わせく ださい。

おはなし会 図書館託児サービス

たなばた工作会

日時６月２３日（日）

午前１０時３０分～１１時３０分

場所２階大会議室

対象幼児～小学校低学年

定員２５名（申込順）

内容七夕にちなんだ工作をして、短

冊に願い事を書いて笹に

飾ります。

申込６月３日（月）～１９日（水）

直接又は電話で

高坂図書館へ



※ 書影はTOOLi より引用

みんなで子育て

今月は「 子育て」に関する本を集めました。女性の社会進出によって、子育ての方法が変化し

てきています。お母さん向けの本だけではなく 、お父さんやお祖父さん、お祖母さん向けの本が

増えてきています。育児に関して、ひとりひとりができることを考えてみましょう！

『 今日から使える読み聞かせテクニック』 ５９９カ 景山聖子

ヤマハミュージックメディア

子どもに絵本の読み聞かせをしたい! ! と思っても、どうしたらい

いかわからない…。この本を読めば、読み聞かせの基礎から、本の

持ち方、声の出し方までわかります。

『 にじいろ子育て』 ５９９ホ 本田秀夫 講談社

子育てに関するコラムをテーマごとにまとめた一冊。児童精神

科医師として心に問題を抱えた子どもを診てきた著者が、ひとり

ひとりの個性をとらえる大切さと、個性にあった育て方について

述べています。

『 孫ができたらまず読む本』 ５９９マ 宮本まき子監修 NHK出版

子育てが終了して一段落と思ったら、次は祖父母デビュー！共

働きが増えた今、祖父母も子育てを手伝うようになりました。子ど

も夫婦の考え方も尊重しつつ、孫育てを行うノウハウが解りやすい

Ｑ＆Ａ方式で紹介されています。

～知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつく る～

６月２３日（ 日） ～２９日（ 土） は、

男女共同参画週間です。

男性と女性が職場・ 学校・ 地域・ 家庭

で、それぞれの個性と能力を発揮できる

よう、身のまわりのパートナーシップに

ついて考えてみましょう。

市立図書館では７月２０日（ 土）・ ２１日

（ 日） の２日間「 第６回図書館まつり」

を開催いたします。講演会や防災スタン

プラリーなども企画しています。

みなさまのご来場をお待ちしています。



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

007 ﾀ 知識ゼロからのI oT入門 高安 篤史 幻冬舎

159 ﾀ あの天才がなぜ転落 玉手 義朗 日経BP社

210 ｱ く ずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井 宏子 東京堂出版

330 ｵ 入社前から先取り!日経新聞の読み方・ 活かし方 大石 泉 すばる舎

410 ｼ いやでも数学が面白く なる 志村 史夫 講談社

519 ｲ 予測の科学はどう変わる? 井田 喜明 岩波書店

627 ﾀ パリの花束 谷口 敦史 パイインターナショ ナル

782 ｹ゙ 激走!日本アルプス大縦断 齊藤 倫雄 集英社

835 ｼ 他言語とく らべてわかる英語のしく み 宍戸 里佳 ベレ出版

913. 6 ｲ 心音 乾 ルカ 光文社

913. 6 ｴ 彼女たちの場合は 江國 香織 集英社

007 ｸ 弁護士YouTuberクボタに聞く 「 これって犯罪ですか?」 久保田 康介 KADOKAWA

175 ﾌ 鳥居大図鑑 藤本 頼生 グラフィック社

213 ﾀ 重ね地図で愉しむ江戸東京「 高低差」 の秘密 竹内 正浩 宝島社

319 ｻ 世界史の大逆転 佐藤 優 KADOKAWA

499 ｳ 薬剤師の本音 宇多川 久美子 宝島社

590 ﾎ おしゃれと暮らしのレシピ 本田 葉子 東京新聞

596G ｲ 365日和のおかず 岩崎 啓子 永岡書店

627 ﾊ 春夏秋と楽しめるかわいいコンテナガーデン エマ　ハーディ グラフィック社

783 ﾉ ありがとうを言えなく て 野村 克也 講談社

830 ｾ 50歳から始める英語 清涼院 流水 幻冬舎

930 ｸ イギリスのお菓子とごちそう 北野 佐久子 二見書房

E0 22 かわうそモグ 小森 香折 BL出版

E1 19 もしもだるまにであったら 山田 マチ あかね書房

E3 25 たてる サリー　サットン 福音館書店

K640 ｻ わたしは保護犬モモ 佐原 龍誌 合同フォレスト

K913 ｽ こんどこそは名探偵 杉山 亮 偕成社

E0 18 ねえねえパンダちゃん 西村 敏雄 ほるぷ出版

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

E2 22 ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ　ヤンソン 講談社

K150 ｺ 子どものための名言集 金田一 秀穂 池田書店

K913 ｻ 妖精のカレーパン 斉藤 栄美 金の星社

◎高坂図書館

◎市立図書館

◎高坂図書館

請求記号

★★★ 新 着 案 内 (５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◇◇◇



■ 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

□おはなし会

２ ３ ４ ５

■ちいさい子む

けおはなし会

６ ７
◇高坂

おはなし会

８

□おはなし会

９

●映画会

１０ １１ １２

○ミニ朗読会

１３ １４
◇高坂

おはなし会

１５

□おはなし会

１６
●映画会

１７ １８ １９

■ちいさい子む

けおはなし会

２０ ２１
◇高坂

おはなし会

２２

□おはなし会

２３ ２４

休館日

２５ ２６ ２７ ２８
◇高坂

おはなし会

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/

６月

・ ６月５日（ 水） ～９日（ 日） 第２３回 東松山美協工芸展

・ ６月１１日（ 火） ～１７日（ 月） 第１１８回 紅陽社展

展示室のご案内

● 映画会

「 ライフーオブーパイ

トラと漂流した２２７日 」（ １２７分）

６月９日（ 日） 午後１時３０分～

「 インサイド・ マン」 (１２３分)

６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。

平野市民活動センターの工事に伴い

６月１日(土)～９月３０日(月)

は休室となります。


