
りよだ館書図

２０１９年６月号 令和元年６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
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海の日 振替休館
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２８ ３０ ３１

日時 6月22日（土）14：00～14：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「傘屋の天のぼり」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 6月8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『 七つの海のティコ 』

シャチのティコと心を通わせる事ができる少女ナナミが、

海洋学者の父と共に伝説の生物「ヒカリクジラ」を探す。

子ども映画会

おはなし会

日時 6月4日（火）、25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 0～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 6月8日（土）10：00～12：05

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 『 博士と彼女のセオリー 』（洋画）

ALS という病気になり余命宣告を受けた青年スティー

ヴンと、彼を支える妻ジェーンのゆるぎなき愛の物語。

大人の映画会

１１０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

【６月のカレンダー】 【７月のカレンダー】

今月は…「 あめ あめ あめ ・・・ 」

特 別 整 理 休 館



8月４日

親子で作る

木工体験！

新元号「令和」の出典である万葉集「梅花の歌」と

その周辺についてわかりやすく解説します。

講 師 近藤 悦啓 氏

場 所 図書館２階 視聴覚室

対 象 どなたでも

定 員 先着５０名

申込み ６月７日（金）９：３０から受付（電話可）

「いざ」というときのための知っておきたい相続や遺言について、

図書館の法情報データベースを使ってわかりやすく解説します。

講 師 山内 享郎 氏（第一法規株式会社 営業局関東営業第一部）

場 所 図書館２階 視聴覚室

対 象 どなたでも

定 員 先着５０名

申込み ６月１８日（火）９：３０から受付（電話可）

8月１、２日

ピタゴラスイッチ

を手作りしよう！

8月３日

本格的な神楽を

親子で楽しむ！

７・8月予定

図書館のお仕事

を体験しよう！

8月に全３回

大人気の斉藤先

生の講座！

７月２８日

おもしろ

科学実験！

詳しい

お知らせは

７月号で♪



『司書のお仕事 お探しの本は何ですか?』

大橋 崇行／著 勉誠出版 013.1 オ

味岡市立図書館に、新人司書として採用された稲嶺双

葉。そこで待っていたお仕事とは? 蔵書目録の作成、本の

受け入れ作業、イベント企画など、「司書のお仕事」の内容

をストーリー形式でわかりやすく紹介しています。

『おさがしの本は』

門井 慶喜／著

光文社 913.6 カド

図書館のレファレンスコーナー

（本を探したりする相談所）で仕事

をする生まじめでカタブツの図書

館員が、図書館にまつわる謎を

推理していきます。膨大な書物の

海の中から、お目当てを探し出す

のは大変。だから、図書館にはレ

ファレンスサービスというお仕事

があります。

『ぶたぶた図書館』

矢崎 存美／著 光文社 B913.6 ヤザ

本好きの中学生・雪音と市立図書館の司書・寿美子

は、「ぬいぐるみおとまり会」実現に奔走中。子どもたち

のぬいぐるみを預かり、夜の図書館での彼らの様子を

撮影して贈る夢のある企画だ。ポスター作りに悩む二

人の前に伝説のぶたのぬいぐるみ、山崎ぶたぶたが現

れて…。図書館イベントの裏側がのぞき見られます。

『菜の花工房の書籍修復家』

日野 祐希／著 宝島社 B913.6 ヒノ

高校３年生の三峰菜月は、子どもの頃に宝物の絵本

を直してくれた書籍修復家・豊崎俊彦に弟子入りを申し

込むが断られてしまう。しかし菜月は期限付きを条件に

俊彦のもとで書籍修復の基礎を学びはじめる。図書館の

本の修理についても描かれていて、図書館の本を大切

に扱わなくてはと思わされます。

『れんげ野原のまんなかで』

森谷 明子／著 東京創元社 B913.6 モリ

秋庭市のはずれ、ススキばかりがおいしげる

斜面のど真ん中にたつ秋庭市立秋葉図書館。

そんなのどかな図書館で、新米司書・文子は無

類の本好きである先輩司書の能瀬や日野らと

働いています。ささやかな謎をめぐる、新米司

書のお仕事小説。

司書って? レファレンス

イベント

新米司書

本の修理



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。

蔵書点検のため、休館とさせていただきます。

休館中、図書資料の返却は、ブックポストをご利用ください。

視聴覚資料は破損の恐れがありますので、必ずカウンターに返却をお願いします。

６月１５日(土)からは通常どおりに開館いたします。

ご面倒とご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

新元号「令和」がスタートしました。

だれもが幸せな時代になることを祈ります。

さて、2013年に図書館で行われた「草花入門講座」の講師酒本忠雄先生を中心に

受講生が「草花研究会」を組織し、2014年 3月より野外散策を始め、四季の草花

を写真に収めてきました。この度『毛呂山の植物～春夏秋冬・身近な草木の観察』(毛

呂山町立図書館／編集発行、非売品）として刊行しました。A4カラー版300ペー

ジを超えるもので、町内の植物381点が収載されています。

草花観察といっても花の時期は短く、開花期に合わせないと必要な写真を撮ること

ができません。春夏秋冬と長期に渡る探索の結果の集大成としてまとめることができ

ました。貸出もいたしますのでぜひ多くの方にご覧いただき、もし本冊子に収載され

ていない植物を発見したときには図書館までお知らせください。

これを機に毛呂山町の野辺に咲く植物に興味を抱き、故郷の草花を愛していただけ

れば幸いです。

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)

堀尾 敦子 秋山 満 笠原 恵美子 小林 伸介

江口 克枝 秋田 美波 根岸 典子 栗原 恵太

加納 悟 久保秋 あつゑ 竹田 あさ子 長倉 正雄

有山 千鶴子 酒井 智子 浅尾 登代 高松 洋子

山田 敏男

寄贈図書（５月分）


