
りよだ館書図

２０１９年２月号 平成３１年２月１日

＜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 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 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

振替休館

２４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

３１

日時 ２月２３日（土）14：00～14：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「てぶくろ」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 ２月９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『 愛の若草物語 』

戦争に行った父の身を案じながら、助け合い夢と希

望を持って暮らす母と４姉妹の物語。

子ども映画会

おはなし会

日時 ２月５日（火）、２６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 ２月９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『 リリィ、はちみつ色の秘密 』（洋画）

幼い頃、自らの過ちで母が亡くなり心に深い傷を負っ

たリリィ。母の愛を確かめるため、リリィは旅立つ。

大人の映画会

１０６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

【２月のカレンダー】 【３月のカレンダー】

今月のテーマは…

「 ふゆのおはなし な～んだ 」

わらべうた



タイトル 著者名 出版者 請求記号 貸出数

１ 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子／著 小学館 914.6 ｻﾄ ５０

２ 蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎 913.6 ｵﾝ ４６

３ マスカレード・ナイト 東野 圭吾／著 集英社 913.6 ﾋｶﾞ ４０

４ おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子／著 河出書房新社 913.6 ﾜｶ ３６

５ 人魚の眠る家 東野 圭吾／著 幻冬舎 913.6 ﾋｶﾞ ３５

タイトル 著者名 出版者 請求記号 貸出数

１ かいけつゾロリちきゅうさいごの日 原 ゆたか／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾊﾗ ４７

２
かいけつゾロリのじごくりょこう 原 ゆたか／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾊﾗ

３６
かいけつゾロリのてんごくとじごく 原 ゆたか／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾊﾗ

４ ドラえもん科学ワールド地球の不思議 藤子・F・不二雄／まんが 小学館 K450 ﾄﾞ ３２

５ 氷河のサバイバル 崔 徳熙／文 朝日新聞出版 K462.7 ﾁ ３１

タイトル アーティスト名 請求記号 貸出数

１ いきものばかり いきものがかり CD31 ｲｷ ４７

２ Finally 安室 奈美恵 CD31 ｱﾑ ３６

３
ALL TIME BEST ALBUM 矢沢 永吉 CD31 ﾔｻ

２９
真っ白なものは汚したくなる 欅坂４６ CD31 ｹﾔ

５

がらくた 桑田 圭祐 CD31 ｸﾜ

２７Cinema Music サラ・オレイン CD31 ｻﾗ

LOVE it 西野 カナ CD31 ﾆｼ

タイトル 請求記号 貸出数

１ ズートピア DK778.7 ｽﾄ ４５

２ アナと雪の女王 DK778.7 ｽﾄ ３９

３

インセプション D778.2 ｲﾝ

３１シング DK778.7 ｼﾝ

ベイマックス DK778.7 ﾍｲ

どちらも 2016年出版。

長く読まれています。

いつの時代も

人気ナンバー

ワン！

若者のＪＰＯＰ人気が高いなか、

永ちゃんのベストが堂々ランクイン！

一般の映画№１は

レオナルド・ディカプリオ

と渡辺謙が共演のＳＦ

アクション。
ディズニー映画が

3作ランクイン！



『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド社 175.9 ゴ

御朱印がすばらしい、御利益がすごいなどと評判の神社を、埼玉県内約 2000

社の中から厳選して紹介する本。御朱印集めをしている人も、これから始めたい

と思っている人も、この本があれば楽しさもありがたみも倍増です。御朱印集め

をする上で大切なのは、感謝の気持ちとマナー。「御朱印、頂けますか？」 この

一言から幸せがはじまります。あなたも御朱印集め、してみませんか？

図書館で、本を

借りるだけじゃ

もったいない！



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、

返却予定日の前日に、返却のお知らせをメールで配信するサービスを

ぜひご利用ください！メールの配信を受けるには、図書館ホームページの

「利用者メニュー」にログインし、「利用者情報変更画面」から登録できます。

カウンターでも申込みできます。資料の返却忘れを防ぐためにも、

みなさまのご登録をお待ちしております！

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

今年、穏やかな正月を迎え関東地方では晴天が続きました。

お陰で、乾燥注意報が続きました。インフルエンザの流行も大変懸念されているところ

です。

１月に図書館では、毎年恒例となっております「福BOOK袋」を１００点用意しまし

たが、程なく貸出しを終えました。この「福BOOK袋」は、図書館員たちがテーマごと

に本を2冊選び、英字新聞で包んで中身の見えない状態で提供するものです。大人向け、

子ども向けはありますが、袋の上にはテーマのみが表示されており、袋を開けてみるま

でどんな本が入っているか分かりません。利用者の皆様は、テーマと袋の上からの感触

のみで借りることになりますが、そのワクワク感を多くの皆様に楽しんでいただけたよ

うです。最近は多くの図書館でも行われている人気のイベントです。

どこかの駅の売店でも、中身の見えない黒い袋に入ったまま文庫本を売っており、成果

を上げているとか。こんな読書の楽しみ方もあると思います。

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)

小峯 孝司 小林 伸介 足立 記子 小林 正幸

大久保 彩 大貫 明 富永 茉莉花 下田 一郎

岩田 まな 後藤 早智子 大竹 桃 坂田 和美

垣堺 福男 関口 慎太郎 長倉 正雄 山田 敏男

寄贈図書（１月分）


