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＜毛呂山町立図書館＞ 住所 毛呂山町岩井西４－１８－１

電話 ２９５－１０１５ / ＦＡＸ ２９４－８６２３

開館時間 火～金 ９：３０～１９：００ / 土日祝日９：３０～１７：３０

＜図 書 館ＵＲＬ＞ http://www.library.moroyama.saitama.jp

＜毛呂山町ＵＲＬ＞ http://www.town.moroyama.saitama.jp

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

整理休館

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １５ １６ １７ １８ １９

振替休館

２０ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２９ ３０ ３１

わらべうた 整理休館

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

振替休館

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

２４ ２６ ２７ ２８

整理休館

日時 １月２６日（土）14：00～14：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「みるなのくら」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 １月１２日（土）14：00～15：30

場所 図書館2階 視聴覚室

定員 先着50名 ／ 申込 不要

上映作品『 ロボッツ 』

旧型ロボット・ロドニーが大都市ロボットシティに

行くと、そこでは恐ろしい陰謀が計画中だった！？

子ども映画会

おはなし会

日時 １月８日（火）、２２日（火）

11：00～11：30

場所 図書館1階 おはなしコーナー

内容 わらべうた、手あそび、絵本の読み聞かせ、

紙芝居など

対象 0歳～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 １月１２日（土）10：00～11：50

場所 図書館２階 視聴覚室

定員 先着50名 ／ 申込 不要

上映作品 『 遠い空の向こうに 』（洋画）

宇宙に想いをはせた少年の夢、それはロケットを飛ば

すことだった。

大人の映画会

１０５号

…休館日

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

【１月のカレンダー】 【２月のカレンダー】

今月のテーマは…

「 あたらしいとしおめでとう 」

大人の

お話会

わらべうた

年 始 休 館



いつもは子どもたちが聞いている「おはなし」を、
大人も楽しんでみませんか。

わらべうたの遊び方やその大切さについて学ぶほか、
小道具を使ったおはなしも紹介します。
図書館ボランティア養成講座ですが、

ご自身の子育てに生かしたい方も参加できます。

内容：①ダンボール歯車工作『地球と月のランデヴー』
～作りながら地球と月の動きがわかる！！

②星と宇宙のマメ知識

家族でお話を

楽しみませんか♪



寺井 広樹／著、能面 りりこ／著 TO ブックス 388.1 ﾃ

埼玉の怖い話を収録した怪談集。身近な場所、それも現代の怪談と

なると、怖さも倍増です。これはあのお店のことかな、あの辺の話だろ

うか、などと想像力をかきたてられます。真冬に怪談、ちょっと季節は

ずれかもしれませんが、怖い話好きの人にはおすすめの 1冊です。

12 月 2日 本の帯表彰式

12 月 8日 調べる学習表彰式

本の帯コピーライター大賞

埼玉平成中学校 3年

石田紗弓さん
さ ゆ み

特別審査委員賞

川角中学校 1年

木村沙羅さん

教育長賞

泉野小学校３年 森川愛彩さん
ね ね

泉野小学校５年 森川叶愛さん
の あ

館長賞

光山小学校 6年

甑悠くん
こしきはると
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館長 五十嵐館長館館長だより館長だより
館長 五十嵐

図書

図書館には、本を読むだけでなく勉強や調べ物のためにテーブルのある部屋が２階にあります。ご来

館をお待ちしております。のご来館をお待ちのの

夏休みになると、多くの高校生

や大学生に混じり中学生の皆さんも勉強のため来館します。

こちらの図書館では座席の指定はなく、開館から自由席となっ館内で食事も可能です。

そのため、開館から閉館まで９時間半みっちり勉強する人もいるようです。

今年は猛暑が予報されていますが、エアコンの効いた部屋でしっかり勉強する若者の姿を見ると、

頼もしさを感じます。

長期休館中に借りた本、ぜんぶ返却できましたか？

資料は利用者のみなさま全員で共有するものです。

必ず決められた返却期限を守ってご利用ください。

万が一、紛失などありましたら、２階事務室までお早めにご相談下さい。

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

新年明けましておめでとうございます。

昨年の「今年の漢字」は「災」でした。確かに、大きな水害が起きたり、およそ大きな

地震はないであろうと思われていた地域で地震が起きたりしました。

自然を相手にした場合、いつどこで、どのように起こるか誰にも分かりません。今年こ

そは災害のない平穏な1年となることを願うばかりです。

さて、町内の公立小・中学校６校の「学校だより」は、校区内の地区に「回覧」されて

おります。しかし、校区外の地区には回覧がないため、町内にあるすべての学校の様子

は分からない状況でした。そこで、各学校長にご協力いただき、今月から図書館に各学

校の「学校だより」を置かせていただくことになりました。これにより、町内公立小・

中学校６校の様子を「学校だより」を通じて皆様にご覧いただけるようになり、自分の

学区の学校だけでなく、それぞれの学校の特色等も含めて読み取れる機会となりますの

で、ご活用ください。

本年も毛呂山町立図書館をどうぞよろしくお願いいたします。

寄贈していただいた図書につきましては、当館で選書し、館内用とリサイクル用に分

けて利用させていただきました。ご協力ありがとうございました。(順不同・敬称略)

塚本 一郎 坂本 敬子 吉田 光栄 小山 孝子

井上 富美子 青山 華子 丹野 重子 佐藤 和子

小林 伸介 富永 茉莉花 田島 康子 井野 徳子

大新井 敏美 増村 早苗 間々田 和夫 長谷川 武則

長倉 正雄 島貫 ライラ 吉川 郁子 古澤 信夫

寄贈図書（１２月分）


