
原田 ひ香

三郷市図書館だより
©三郷市2017

２０２２／12月

２０２３／1月号

ＮＯ．３１５

隔月発行

発行：市立図書館

最近昭和・平成の文化が再注目されているそうです。

「昭和レトロ」、さらには「平成レトロ」として、

若い方々にもファッション・雑貨などが新鮮に受け

止められているとか。今回は、それぞれの世代が

「なつかしい」と感じる本を集めてみました。

『ペットボトルと空き容器で作る

レトロ家電とミニ雑貨』

宮市 稔子／著 主婦と生活社（750ミ）

花柄の炊飯器、昭和３０

年代のミキサー、そんな

レトロな家電のミニチュ

アを手作りしてみません

か？ペットボトルや缶詰

などの身近な容器が材料

で、小物入れとしても使

えるとのこと。作品の写

真を眺めるだけでも、懐

かしい気持ちになれそう

です。

『くらべる時代 ― 昭和と平成』

おかべたかし／文 山出高士／写真

東京書籍 （210.7オ）

「昭和のオムライス」は、

卵でしっかり巻かれてい

て「平成のオムライス」

は、とろとろ卵……。身

近なものが昭和・平成で

どう変わったのか、写真

で見比べられる本です。

平成の写真はまだ現代的

に感じますが、いつか懐

かしく思える時代が来る

かもしれませんね。

『ぼくは落ち着きがない』

長嶋 有／著 光文社（Fナガ）

平成のある時期、ある高

校の「図書部」の部室で

の出来事を描いた小説。

友達が持っていた「MD

プレーヤー」、部員だけ

にしか流行っていない流

行語。卒業した後に懐か

しく思い出されるのは、

部室でのこういった些細

な事なのかもしれません。

昭和２０～４０年代の少

年少女雑誌に描かれた

「２１世紀の予想図」を

紹介した本です。月をめ

ぐる遠足、南極に作られ

た未来都市などの絵は、

当時を知る方には懐かし

く、この本に描かれた

「未来」を生きる現代の

若者には新鮮に感じられ

るのではないでしょうか。

１２・１月のテーマ

なつかしい

『昭和少年SF大図鑑 ― 昭和20～40年代

僕らの未来予想図 』

堀江 あき子／編 河出書房新社（504シ）



書                        名 著　者 出  版  社  名

014 ｼ 眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント? 眞野 節雄 DBジャパン

 159 ﾅ 気にしない習慣 内藤 誼人 明日香出版社

213 ｻ 発掘写真で訪ねる葛飾区・江戸川区古地図散歩 坂上 正一 フォト・パブリッシング

 233 ﾏ 中世イングランドの日常生活 トニ　マウント 原書房

290 ｽ 絶対に行けない世界の非公開区域99 ダニエル　スミス 日経ナショナルジオグラフィック

293 ﾅ イタリアの美しい村を歩く 中山 久美子 東海教育研究所

304 ﾀ バカと無知 橘 玲 新潮社

338 ﾖ 18歳からの投資信託の教科書 横山 光昭 総合法令出版

379 ｼ 子どもが伸びる「待ち上手」な親の習慣 庄子 寛之 青春出版社

450 ｶ かけらが語る地球と人類138億年の大図鑑 ミニ　ミュージアム 河出書房新社

489 ﾊﾟ パンダが日本にやってきた! 日本パンダ保護協会 朝日新聞出版

491 ﾏ 完全人体図鑑 トーマス　O.マクラケン ニュートンプレス

523 ｸ 東京レトロ建築さんぽ 倉方 俊輔 エクスナレッジ

595 ﾐ 一生モノの人生スキンケア mimi 光文社

596 ﾖ 一生使えるスープと汁もの大全 吉澤 まゆ 池田書店

596.3 ﾜ ワタナベマキのいまどき乾物料理 ワタナベ マキ NHK出版

723 ﾔ 世界一やばい西洋絵画の見方入門 山田 五郎 宝島社

763 ｱ ショパン・コンクール見聞録 青柳 いづみこ 集英社

 830 ｶ 中学英語まとめイラスト 神林 サリー 永岡書店

F ｲﾁ 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

F ｳｹ 変な絵 雨穴 双葉社

F ｺﾔ 今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永 塔子 小学館

F ﾖﾈ 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社

933 ｲ 秘密にしていたこと セレステ　イング アストラハウス

請求記号

新　　　着　　　図　　　書　　　案　　　内

新しく購入した本の一部です。詳しくは図書館利用端末か図書館ホームページの新着案内をご覧ください。



【お待ちいただいております】

　　　　　　　 人気の図書は予約申し込み順に貸出しております。

順位 書             名 著  者  名 出 版 社 予約数 資料数

1 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社 120 7

2 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋 119 7

3 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社 112 7

4 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 集英社 102 5

5 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 94 7

6 財布は踊る 原田 ひ香 新潮社 71 3

7 噓つきジェンガ 辻村 深月 文藝春秋 70 4

8 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン ぴあ 61 4

9 #真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社 61 3

10 よって件のごとし 宮部 みゆき KADOKAWA 60 6

予約中の方は、申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。（11月8日現在）

予約

ベストテン

図書館からおしらせ
文化会館に早稲田図書館臨時窓口を開設しています
早稲田図書館は令和5年3月まで、大規模改修工事のため

休館となっております。期間中の予約資料は、市内の図書館・

図書室の他、文化会館の臨時窓口でもお受け取りできます。

・令和4年10月4日（火曜日）から令和5年2月14日（火曜日）のうち

・火曜日から金曜日（祝日、年末年始は除く）

・午前9時30分から12時

・図書返却ボックスも設置しています（文化会館の開館時間中は利用可能）
※図書館のコンピュータを設置しないため、資料の検索や貸出状況の確認等、その場

で対応できない場合がございますが、何卒ご容赦くださるようお願いいたします。

雑誌リサイクルを実施します
図書館での保存期限を経過した雑誌をご提供いたします。

☆北部図書館 １月２１日（土）・２２日（日）

☆市立図書館 ２月４日（土）・５日（日）

・提供時間はいずれも午前９時３０分～午後４時３０分です。

・お持ち帰り用の袋を各自でご用意ください。



赤字は図書館共通の休館日

→休館日（市立図書館）

→休館日（北部図書館）

9月1日（木）から令和5年3月まで、早稲田図書館は大規模修繕工事のため休館となります。

12月

日 火 木 金 土

1 2 3
→星空観望会

4 6 8 9 10

11 13 15 16 17

18 20 22 23 24

25 27 29 30 31

1月

日 火 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 　　　→イベント

8 10 12 13 14 →星空観望会

15 17 19 20 21

22 24 26 27 28
図書館共通

休館日
29 31

12月
会場

北部図書館
2階視聴覚室

1月
会場

北部図書館
2階視聴覚室

会場

北部図書館
2階視聴覚室

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により延期または中止となる場合があります。

高州地区文化センター図書室　　　　℡955－6600
におどりプラザ予約図書受取カウンター　℡948－7688

 ☆三郷市図書館ＨＰアドレス   https://www.lib.misato.saitama.jp/（パソコン版）

　　     　　　　　　　　　　　https://www1.lib.misato.saitama.jp/opac/wopc/pc/mSrv（携帯電話版）

　　     　　　　　　　　　　　https://www1.lib.misato.saitama.jp/opac/sp（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用）

対象：小学生以上～大人
定員：15名（先着順）

　北部図書館　　　℡958－8900　　　東和地区東文化センター図書室　　　℡953－0211

　三郷市立図書館　℡952－8800　　　コミュニティセンター図書室　　　　℡955－7201
　早稲田図書館　　℡958－1040　　　彦成地区文化センター図書室　　　　℡958－3113

直接または電話
（前々日まで）

1/28（土）
午後5時30分

～7時

「星空観望会」
火星を見つけよう

実施日時 イベント 受付方法 備考
1/21（土）
1/22（日）

午前9時30分～
午後4時30分

雑誌リサイクル 当日直接会場へ
混み具合により、入場を
制限する場合があります。

※各センター図書室、におどりプラザについては、休館日が異なる場合がありますので、ホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。

備考

備考

対象：小学生以上～大人
定員：15名（先着順）

受付方法

直接または電話
（前々日まで）

受付方法

実施日時
12/3(土)

午後5時30分
～7時

実施日時

イベント

「星空観望会」
　　木星と土星を見つけよう

イベント

23

30

成人の日
16

月

9

月

5

12

19

年末年始休館日

26

水

7

14

21

28

年末年始休館日

18

25

水

11

カレンダー・行事案内


