
りよだ館書図

２０１９年４月号 平成３１年４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 ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２８ ２９ ３０

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

振替休館

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２８ ２９ ３０ ３１

整理休館

日時 4月27日（土）14：00～14：30

場所 図書館外の芝生の上

内容 大型絵本「はらぺこあおむし」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 4月13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『 あらいぐまラスカル 』

愛嬌たっぷりのあらいぐまラスカルと、動物好きな

少年スターリングの友情を描いた名作アニメ。

子ども映画会

おはなし会

日時 4月2日（火）、9日（火）、23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 4月13日（土）10：00～12：15

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 『 バックドラフト 』（洋画）

殉職した父のあとを継いで消防士になった兄弟が、バ

ックドラフト現象を利用した連続放火犯を追う！

大人の映画会

１０８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

【４月のカレンダー】 【５月のカレンダー】

今月は… 青空おはなし会 です！



図書館では、年間を通してたくさんのイベントを行っています。

まだ予定ではありますが、今年度の予定をちょっとだけお知らせします。

6月 5日(水)、19日(水)

10：00～12：00

布絵本ボランティア「あれあ

れ」さんと一緒に布絵本作りが

体験できます。

7～8月頃に全３回予定

今年のテーマは「音楽」！

図書館で、本を

借りるだけじゃ

もったいない！

8月３日予定

本格的な神楽を

親子で楽しめま

す！

8月４日予定

埼玉の木材を使って

親子で木工体験！

恒例の工作教室

や図書館員体験

など、イベント目

白押しです！

10月 20日

リサイクル祭

りやワークシ

ョップなど♪

民俗学講座や作家講演会

など、ひそかに計画中…。

ボランティア「ブー

ケ」さんと一緒に、園

芸の基礎を学びます。

12月 15日

サンタさんに

会える♪

５月18日(土)、7月 27日(土)

目指すはコンクール入賞！調べ

る学習の基本がわかる講座です。

あくまで予定のため、途中で変更、中止になる可能性があります。

それぞれの申込みにつきましては、今後の図書館だより、館内ポスター、

「広報もろやま」などの正式告知をご覧ください。



『たぬきの花よめ道中』

最上 一平/作、町田 尚子/絵 岩崎書店 E ﾀﾇ

山のたぬきのアサギリ姉さんは、都会のたぬ

きのところへお嫁入りします。人間に化けて都

会へ向かう山のたぬきたちの珍道中が楽しい

絵本。春の美しい描写と、幸せそうなアサギリ

姉さんの姿に思わずうっとり。

『くものすおやぶん とりものちょう』

秋山 あゆ子/さく 福音館書店 E ｸﾓ

春らんまんの虫の町で、お菓子屋に盗みの予告状が届きます。待ち受ける

くもの巣親分の前に現れたのは、姿の見えない盗賊だった! 本格的時代劇

に大人も子どもも大興奮まちがいなしのヒーロー絵本です。

『なんでも おんなじ？』

コリンヌ・アヴェリス/作、スーザン・バーレイ/絵、前田 まゆみ/訳 フレーベル館 Eﾅﾝ

りすのソレルとセージは、好きな歌もしっぽの模様もなんでも同じ。でもある

日、ソレルはふたりの違うところを知ってしまい…。はじめての友達に、ちょっぴ

り不安を感じている子の背中をそっと押してくれる絵本。『わすれられないおくりも

の』で有名なスーザン・バーレイが描いた満開の桜が美しい、外国の絵本です。

『ひかるさくら』

帚木 蓬生／作、小泉 るみ子／絵 岩崎書店 E ﾋｶ

薬売りの彦一は、山中で出会った病人たちに、持

っていた薬をみんな分け与えてやった。山道で夜を

明かすことにした彦一は、闇の中にぼうっとひかる

さくらの木を見つけて…。医師であり小説家の帚木

蓬生が描く、薬売りと桜の不思議な物語。

『はるかぜのホネホネさん』

にしむら あつこ/さく・え

福音館書店 E ﾎﾈ

ホネホネさんは郵便屋さん。自転

車に乗って今日も元気に配達です。

白黒のページに突如現れるピンク

の桜並木が印象的。

『きんのたまごのほん』

マーガレット・ワイズ・ブライン／さく、レナード・ワイスガ

ード／え、わたなべ しげお/やく 童話館出版 E ｷﾝ

ひとりぼっちのうさぎが、たまごを見つけました。

なにが入っているのかな？イースターの季節にぴっ

たり。飾っておきたくなる美しい絵本です。



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。

４月２７日（土）～５月６日（日）の１０日間は、休まず開館します。

※土日・祝日のため、開館時間は９時３０分～１７時３０分になります。

事前の配布物では、３０日は休館、１、２日は平日開館とお伝えしておりました。

一部変更になりご迷惑をおかけいたしますが、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

桜の開花も例年より早く、関東地方では春本番を迎えました。

今年は天皇陛下の退位もあり、元号が５月１日に変更されます。

それにより４月３０日を「国民の休日」、５月１日を「即位の日」、５月２日を「国民の

休日」としたため、４月２７日から５月６日までを１０連休とすることになりました。

そのため、祝日は開館とする当館では１０連休中はすべて開館いたします。ただし、土

日曜日及び祝日となりますので、開館時間は午前９時３０分から午後５時３０分となり

ますのでご注意ください。

「平成」の時代は戦争もなく穏やかだったと感じる方、いや、大震災もあり大変だった

という方、個人的にはいろいろあって決して「平成」ではなかったと感じる方、人それ

ぞれではありますが、ともかく新しい時代を迎えることになります。

人として生まれ、新元号の元で人生を送る皆様が、一人ひとりが大切にされ、今まで以

上に幸せであることを願わざるを得ません。

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)

井上 富美子 富永 茉莉花 長倉 正雄 酒井 智子

佐々木 一恵 松本 恵子 間々田 和夫 森田 昌記

菅野 八重子 甲斐 満子 田島 康子 比留間 由美

佐藤 隆男 小輪瀬 直子

寄贈図書（３月分）


