
ひがしまつやま 

図書館だより №５３ 
２０１９．８ 

東松山市立図書館では、子どもの読書活動を支援・推進する取組の一環として、

昨年１２月、読書記録を貯める「読書通帳」を市内の小学生全員に配布しました。

12月から５月までの６か月間において、特にたくさんの本を読んだ児童１３名

に表彰状と記念品を贈呈しました。おめでとうございます。 

※読書通帳とは… 
図書館や学校で借りて読んだ本の記録を貯めることができます。 

100 冊読み終えて図書館へ持っていくと、新しい読書通帳と記念品

をお渡しします。



 涼をもとめて… 

 暑さで気が滅入りそうな日ばかりが続いています。少しでも涼しい気分を味わってほ

しいということで、涼しくなるような本を集めてみました。アイス、かき氷、水族館、

海、森林浴、怪談などなど…涼を求めて普段手に取らない本も読んでみては？ 

『中村元の全国水族館ガイド 125』 ４８０ナ  講談社ビーシー  

サンシャイン水族館で話題になった「天空のペンギン」水槽を担

当した水族館プロデューサーの著者が、展示制作者と観覧者の両方

の視点で、各水族館の見どころや魅力、楽しみ方を紹介します。 

※データは 2019 年 4 月現在のものです。 

『バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイスケーキ』 

 ５９６Ｋワ 若山 曜子 マイナビ出版 

暑い日にはやっぱりアイスクリーム。今年は自分で作ってみま

せんか？材料を混ぜ、保存袋やバットに入れて凍らせるだけで完

成。色んなアイスクリーム・ケーキに挑戦してみましょう。 

『ぼぎわんが、来る』 ９１３．６サ 澤村 伊智  角川書店 

第２２回日本ホラー小説大賞を受賞し、昨年末に映画化されま

した。章ごとに視点が変わるため読みやすく、怖いと思いつつ、ペ

ージをめくる手が止まりません。得体のしれないものの正体がわか

った時、恐怖がより一層深まります。 

日時  8 月 3日（土）～18日（日） 

場所  高坂図書館 1階児童コーナー 

内容  図書館ならではのクイズに挑戦

してみましょう。 

図書館クイズに挑戦 

日時 8 月 31 日（土） 

午前 10時 30分～11時 20分 

場所 高坂図書館 2階大会議室  

定員 30 名（申込順） 

申込 8 月 3日（土）～8月 24日（土） 

までに直接又は電話で高坂図書館へ 

内容 マジックショーを見て、簡単なマジック

を教えてもらいます。 

マジックを楽しもう 



書     名 著 者 名 出 版 社
007 ﾌﾞ アレクサvsシリ ジェイムズ ブラホス 日経BP
158 ﾔ 正義の教室 飲茶 ダイヤモンド社
210 ｵ 事典日本の年号 小倉 慈司 吉川弘文館
369 ﾀ ドキュメント豪雨災害 谷山 宏典 山と溪谷社
455 ﾆ 日本列島のしくみ見るだけノート 鎌田 浩毅 宝島社
590 ｲ 大人になってやめたこと 一田 憲子 扶桑社
606 ﾋ 万博入門 平野 暁臣 小学館クリエイティブ

726 ﾃ 手塚治虫99のことば 手塚 治虫 双葉社
809 ｻ 奇跡の朗読教室 斉藤 ゆき子 新泉社
911.5 ｲ 孤闘の詩人・石垣りんへの旅 万里小路 譲 コールサック社
913.6 ﾜ 生のみ生のままで 上・下 綿矢 りさ 集英社

019 ﾌ 父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本200冊 絵本ナビ 玄光社
338 ﾅ 銀行員は生き残れるか 浪川 攻 悟空出版
369 ｻ 椅子に座ってできるシニアの1,2分間筋トレ体操55 斎藤 道雄 黎明書房
491 ｸ 共感障害 黒川 伊保子 新潮社

594C ﾋ 小さな花と実の刺しゅう233 平尾 英子 アップルミンツ

596G ｱ スパイスでおいしくなるand CURRYのカレーレッスン 阿部 由希奈 立東舎
626 ﾔ 野菜とハーブの水耕栽培 北条 雅章 ブティック社
723 ﾐ 世界の一流が必ず身につけている西洋美術の見方 宮下 規久朗 宝島社

809 ﾋ 会話のきっかけレシピ 枚岡 治子 大月書店

913.6 ｼ 刑事の慟哭 下村 敦史 双葉社
913.6 ﾅ 夢見る帝国図書館 中島 京子 文藝春秋

E1 22 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社
E2 22 へんしんバス あきやま ただし 金の星社
K210 ｾ 関ケ原の戦い 大石 学 学研プラス
K911 ﾊ はじめての万葉集 上・下 萩原 昌好 あすなろ書房
K913 ﾐ ふしぎ町のふしぎレストラン 三田村 信行 あかね書房

E0 22 おおかみさんいまなんじ? 中川 ひろたか 学研プラス
E2 22 さびしがりやのクニット トーベ ヤンソン 講談社

K490 ｲ へんてこりんな人間図鑑 岩谷 圭介 キノブックス
K913 ｸ 月白青船山 朽木 祥 岩波書店
K913 ﾊ もりのともだち、ひみつのともだち 原 京子 ポプラ社

◎高坂図書館

◎市立図書館

◎高坂図書館

請求記号

★★★ 新 着 案 内 (７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 

◇高坂 

おはなし会

３ 
□おはなし会

４ ５ ６ ７ 

■ちいさい子む

けおはなし会

８ ９ 
◇高坂 

おはなし会

１０ 

□おはなし会 

１１ 

●映画会

１２ １３ １４ 

○ミニ朗読会 

１５ １６ 
◇高坂 

おはなし会

１７ 

□おはなし会

１８ 

●映画会 

１９ ２０ ２１ 

■ちいさい子む

けおはなし会

２２ ２３ 
◇高坂 

おはなし会 

●映画会

２４ 

□おはなし会 

●映画会 

２５ 
●映画会 

２６ 

休館日 

２７ ２８ ２９ ３０ 
◇高坂 

おはなし会

３１ 

□おはなし会 

■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/ 

８月

なしの花図書室は９月３０日までお休みです 

・８月２日（金）～４日（日）第３４回 平和のための戦争展ｉｎ比企 
展示室のご案内 

「殯の森」 

(９７分) 

「七つの海のティコ」

（９０分） 

時間：午後１時３０分から 会場：市立図書館３階視聴覚ホール 定員：１００人（先着順）

「サンドラの週末」 

（９５分） 

「華麗なるギャツビー」 

(１４２分) 

「アニー」 

(１１８分) 


