
ノンちゃん 雲に乗る
（福音館創作童話シリーズ）

石井桃子著 中川宗弥画 福音館書店 1967 年 1 月初版発行
請求記号　９１３　イ

児 童 書

児童文学発展に寄与した著者の
初めての創作童話。ノンちゃん
は赤痢が原因で東京から浦和市
内に引越してきた。池に落ち、
白ひげの老人に出会い、家族一
人一人の良さを発見していく。

行田市に今も残る忍城を舞台にし
た作品。村の人から「のぼう」と
呼ばれていた成田長親が暮らすの
は戦国の大乱の中の小さな城。城
を守るため、長親は人々を率いて
石田光成ら豊臣方と対峙する。

和田竜著 小学館 2007 年 12 月初版発行
請求記号　９１３　ワダ

一 般 書
のぼうの城 キューポラのある街

鋳物工場の街、川口市を舞台に、
主人公ジュンの日常を描く。貧困・
友情・民族問題をからめ、在日朝
鮮人の北朝鮮帰還問題を扱ったこ
とで、単行本化された 1961 年
当時話題となり映画化もされた。

早船ちよ著　理論社 1988 年 2 月初版発行
請求記号　９１３ハ

児 童 書

浦和で作られ、その後所沢、川越、
三芳をはじめ広く好まれている品
種『紅赤』が誕生するまでを、親
族ら関係者の話や史実を交えてま
とめた一冊。さつまいもを植え育
てる人々をありありと描く。

青木雅子著 黒田祥子え けやき書房 1990 年 10 月初版発行
請求記号　９１３ ア

児 童 書 　紅赤ものがたり
―サツマイモの女王―

【図書館の本棚】埼玉にまつわる文芸書特集 　― 映画「のぼうの城」が11月2日に公開します―

中央図書館　☎ 258-6464
開館時間 /10:00 ～ 19:00（土・日は 18:00 まで )
休館日 /毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

竹間沢分館　☎ 274-1722

開館時間 11:00 ～ 18：00
休館日 / 毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

児童書の貸出、お話会などを行います
つくし文庫…10月20日㈯　10:00～12:00
場所／上富第１区集会所
あらた文庫…開庫・火曜日15:30～18:00
場所／荒田宅(藤久保536-4 三芳東中学校近く）

Event information on a library

BOOK SELECTION

図書館だより
http://www.lib.miyoshi.saitama.jp

※子ども向けのイベ
ントは、P22 にも
掲載しています。

イベント
インフォメーション

楽しいイベント情報が満載
子どもから大人まで楽しめます

MIYOSHI19 MIYOSHI 18

総合体育館 問い合わせ　総合体育館☎ 258-0311 http://www.miyoshi-culture.jp/arena/index.html

スタジオプログラム　～ 10 月からの担当の変更を紹介します～

地域文庫

問い合わせ　歴史民俗資料館☎ 258-6655　http://www.jade.dti.ne.jp/~miyoshir/

イベント名 日時 定員 費用 申込締切 内　容

土曜体験
石器を作ってみよう！

10月20日㈯
10:00～12:00 30人 300円 10月17日㈬ 石をたたいて磨いて、自分だけの石器を作っ

てみよう。

サツマイモかんたん
スイーツコンテスト

10月13日㈯
12:30～

先着
100人 ― 申込不要

サツマイモを使ったかんたんスイーツを試食
して投票。優秀作品はコピスみよし内レスト
ラン「ハーモニー」の新メニューに★
会場：旧島田家住宅

サツマイモ資料館
移動展示 10月9日㈫～ ー ― 申込不要

サツマイモについての様々な展示を、歴史民
俗資料館、藤久保公民館、コピスみよし内レ
ストラン「ハーモニー」、旧島田家住宅脇展
示室で展示します。町内はまるでまるごとサ
ツマイモ資料館！

歴史民俗資料館

問い合わせ　コピスみよし☎ 259-3211　http://www.miyoshi-culture.jp/コピスみよし
多彩な音色
ホルン×ピアノの世界

東京フィルハーモニー交響楽団の主席奏
者高橋臣宣さん、三芳町を代表するピア
ニスト奥村恵美さんをお迎えしてのコン
サートです。

公演日時 10 月 13 日㈯開演 14:00
入場料 無料

コピスの風コンサート

公演日時 11 月 18 日㈰　
出演 コピスみよし口笛教室生徒 他

パワーフィットネス

えほんとにんぎょうのへや

日程 10 月 14 日㈰
場所 中央図書館
内容 絵本、紙芝居、小さな人形劇

対象

① 10：30 ～ 11：00
1・2 歳以上向き [ 親子 30 組 ]
② 11：30 ～ 12：00
3 ～ 8 歳向き [ 子ども 35 人（親子参加可）]
※３歳児以下は、必ず保護者同伴でお願い
します。

申込み 中央図書館。電話可。（定員になり次第締切 )

－申込制・親子参加ー

日時

11 月 4 日㈰ 10:00 ～ 12:00
芋と健康 ( 女子栄養大 : 根岸由紀子氏 )
11 月 11 日㈰ 10:00 ～ 13:00
図書館の本棚のさつまいもの本
～図書館で集めたさつまいもの本たちと読者～

（北浦和図書館長・北浦和図書館司書）
場所 図書館視聴覚室

申込み 歴史民俗資料館。電話可。☎ 258-6655

歴史民俗資料館との共催
サツマイモ大学
－ 申込制 ー

～ 不思議ボール ～

公演日時 12 月24日( 月･祝 )14：00 開演

入場料
（全席指定）

大人（高校生以上）2,500 円
ピノキオ（小･中学生）1,000 円
バンビ（未就学児童）500 円
※２歳以下は入場不可

仲道郁代のピアノ演奏と、スライド映像
で贈る不思議な世界。

仲道郁代クリスマスコンサート

時間 20:00 ～ 20:40
曜日 月曜日
担当 猿渡　大悟

※持ち物等の詳細は、申し込み時にお伝えします。

撮影:Kiyotaka Saito

コピスみよしで主催する口笛教室の生徒を
中心に、今年もコピスの風コンサートを開
催します。内容は決定次第お知らせします。

時間 ① 10:45 ～ 11:30
② 14:35 ～ 15:20

曜日 ①月曜日②金曜日
担当 平山　美由紀

時間 11:10 ～ 12:00
曜日 土曜日
担当 関　奈緒子

時間 10:45 ～ 11:30
曜日 水曜日
担当 陣野　孝徳

ビギナーエアロ ①
シェイプエアロ ② ハイ＆ロー シェイプステップ

可愛い人形たちが待ってるよ

多数そろえて、お待ちしています

「サツマイモの本」特設コーナー図書館で開催

やって
みよう！


