
ひがしまつやま 

図書館だより №５２ 
２０１９．７ 

日時 7 月 21 日(日) 午前 10時 30分～正午 

場所 市立図書館 3 階 視聴覚ホール 定員 60 人(申込順) 

講師 新田
に っ た

文子
ふ み こ

さん（小川町立図書館長） 

申込 7 月 2日(火)から直接又は電話で市立図書館へ 

講演会 

＊ 詳細は、図書館まつりのチラシをご覧ください 

とき：７月２０日（土）・２１日（日） 

ところ：東 松 山 市 立 図 書 館 

東松山生まれの絵本作家 こわせもりやす さんによる原画展です。 

ワークショップ（ぬりえ・ふくわらい）も行います。 

「こわせもりやす」さんとは… 

東北芸術工科大学芸術学部洋画コース卒業。第180 回ザ・チョイス展入選（2011 年）、

イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選(2012年、2013 年)。 

著書に「まえとうしろどんなくるまシリーズ」など。



※ 書影はTOOLiより引用 

 旅にでかけよう 

 じめじめしていた梅雨も去り、暑い夏がやってきます。この夏、ぜひ旅にでかけてみ

ませんか。旅行プランを練るのもよし、はたまた本を読んで旅行気分を味わってみるの

もよし…。あなたに合った旅をはじめましょう。 

『世界で一番美しい森への旅』 ２９０セ  エクスナレッジ 

世界各地の美しい森がカラー写真で紹介されています。生い茂

った木々の写真ばかりではなく、森にある花や湖、その一帯にすむ

動物の写真も載っています。ページを進めていくにつれて、幻想的

な世界へとつれていってくれるような気がします。 

『３６５日吉方位で開運!日帰りおでかけ&吉方旅行』 １４８ニ 

     西谷 泰人 日本文芸社 

 最近ついてないことばかり…。おでかけするなら、運気がアップす

るような場所へ行きたい。そんな方は、自分にとっての吉方位を

知ってから、行き先を考えてみましょう 

『太陽系観光旅行読本』 ５３８コ オリヴィア・コスキー  原書房 

どこよりも早い、架空の太陽系観光ツアーのガイドブックです。

準備、持ち物に始まり、太陽系の惑星の観光スポット、アクティビ

ティも案内されています。いつかくるかもしれない宇宙旅行の計画

を立ててみましょう。 

日時 7 月 28 日(日)午前 10時 30分～正午  

場所 市立図書館３階展示室 

対象 生後 6か月～3歳児と保護者(市内在住・在勤) 

※託児サービスあり(6か月～未就学児、申込順)

定員 20 組(申込順) 

内容 ご家庭で楽しめるわらべうた・手遊びを学びます。

講師 久津摩
く づ ま

英子
え い こ

さん 

(わらべうた実践家、保育雑誌エデュカーレ編集委員) 

申込 7 月 2日(火)～21日(日) 直接又は電話で市立図書館へ 



書　　　　　名 著　者　名 出　版　社

007 ｷﾞ グーグルが消える日 ジョージ　ギルダー SBクリエイティブ

146 ｵ 誰もわかってくれない「孤独」がすぐ消える本 大嶋 信頼 PHP研究所

210.4 ﾎ 世渡りの日本史 本郷 和人 KADOKAWA

319 ﾊﾟ 140字の戦争 デイヴィッド　パトリカラコス 早川書房

366 ﾄﾞ ドキュメント「働き方改革」 澤路 毅彦 旬報社

493.2 ｶ 完全図解心臓病のすべて 中村 正人 主婦の友社

519 ﾌﾟ プラスチック・フリー生活 シャンタル　プラモンドン NHK出版

645 ﾄﾞ ドッグマッサージ実践テクニックBOOK 山田 りこ監修 メイツ出版

778 ｱ 黒澤明の羅生門 ポール　アンドラ 新潮社

904 ﾅ 泥酔文学読本 七北 数人 春陽堂書店

913.6 ｱ 鬼を待つ あさの あつこ 光文社

288 ｼ 象徴として 毎日新聞社会部 毎日新聞出版

367 ｸ 定年夫婦のトリセツ 黒川 伊保子 SBクリエイティブ

493.4 ｶ 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺 守監修 講談社

591 ﾖ となりの家(うち)のざんねんなお金の話 横山 光昭 あさ出版

596K ｻ レモンのお菓子とケーキ 齋藤 真紀 枻出版社

627 ｲ バラ図鑑475種 入谷 伸一郎 ブティック社

778 ｷ 樹木希林さんからの手紙 NHK『クローズアップ現代
+』+『知るしん』制作班 主婦の友社

807 ｾ 笑う回文教室 せとちとせ 創元社

913.6 ﾊ ポルシェ太郎 羽田 圭介 河出書房新社

914.6 ｲ 一度きりの人生だから 伊集院 静 双葉社

914.6 ｻ゙ﾞ もう一度花咲かせよう 残間 里江子 中央公論新社

E0 22 なまけものパーティー 齋藤 槇 小学館

E1 22 ふたごだよ サトシン ポプラ社

K460 ｵ おさわがせいきもの事典 加藤 英明 高橋書店

K913 ﾀ うちの執事が言うことには 高里 椎奈 KADOKAWA

K990 ﾉ ノウサギのムトゥラ ビヴァリー　ナイドゥー 岩波書店

E1 21 ねえさんといもうと シャーロット　ゾロトウ あすなろ書房

E1 23 うちゅうじんはいない!? ジョン　エイジー フレーベル館

E3 17 あそびうたするものよっといで 中脇 初枝 福音館書店

K640 ｶ 竜之介先生、走る! 片野 ゆか ポプラ社

K913 ｺ 初恋まねき猫 小手鞠 るい 講談社

◎高坂図書館

◎市立図書館

◎高坂図書館

請求記号

★★★ 新　着　案　内 (６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 ２ ３ 

■ちいさい子む

けおはなし会

４ ５ 
◇高坂 

おはなし会

６ 

□おはなし会 

７ ８ ９ １０ 

○ミニ朗読会 

１１ １２ 
◇高坂 

おはなし会

１３ 

□おはなし会

１４ １５ １６ １７ 

■ちいさい子む

けおはなし会

１８ １９ 
◇高坂 

おはなし会

２０ 

☆図書館まつり

２１ 
☆図書館まつり

２２ 

休館日 

２３ ２４ ２５ ２６ 
◇高坂 

おはなし会

２７ 

□おはなし会 

２８ 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/ 

７月

日時 8 月 8日（木）午前 10時～11時 30 分  場所 市立図書館3階研修室 

対象 小学生  定員 20 人(申込順)  持ち物 筆記用具・ぞうきん 

内容 絵本と関連のある実験を行い、たのしく科学を学びます。 

申込  7 月 8日(月)～31日(水)直接又は電話で市立図書館へ。

日時 7 月 13 日（土）～15日（月）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 

内容 図書の持ち帰り（1人 10冊まで） 

なしの花図書室は９月３０日までお休みです 

今月は図書の 

リサイクルが 

3日間あるよ！


