
りよだ館書図

２０１９年８月号 令和元年８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

敬老の日振替休館

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

秋分の日振替休館

２９

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

山の日 振替休日振替休館

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

日時 ８月３１日（土）14：00～14：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「二ひきのよくばり子グマ」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 ８月１０日（土）14：00～15：20

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 『 シンデレラ 』

継母にいじわるされても、いつか幸せになれると信じている

シンデレラ。ある日お城の舞踏会の招待状が届きますが…。

子ども映画会

おはなし会

日時 ８月６日（火）、２７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 ８月１０日（土）10：00～12：00

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『 マーリー 世界一おバカな犬が教えてくれ

たこと 』（洋画） 子育ての予行演習にとジョンとジェ

ニーの新婚夫婦が飼いはじめた子犬はおバカ犬だった!?

大人の映画会

１１２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

【８月のカレンダー】 【９月のカレンダー】

今月は…「 おっきい ちっちゃい 」



「歌謡の世界」「わらべ唄」「ビートルズの世界」

など、聴いて学ぶ全３回です！

講 師 斉藤 修平 氏（元毛呂山町歴史民俗資料館指導員）

野口 淳 氏（ビートルズ研究家）

場 所 図書館２階 視聴覚室

対 象 毛呂山町在住・在勤・在学の方

定 員 先着３０名

申込み ７月１７日（水）９：３０から受付中（電話可）

家族みんなで楽しめる人形劇です♪

場 所 図書館２階 視聴覚室

対 象 どなたでも

定 員 各回先着８０名

申込み 不要です。

自由研究や工作、読

書感想文に役立つ

本を集めてます！

今年も開催！図書館主催の

「本の帯」コピーライター賞と

図書館を使った調べる学習コンクール。

どっちに応募する？どっちも応募しよう！

「おねしょとおばけ」他



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 ２３

２

昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき／著 文藝春秋 913.6 ﾐﾔ

２１
すぐ死ぬんだから 内館 牧子／著 講談社 913.6 ｳﾁ

魔力の胎動 東野 圭吾／著 KADOKAWA 913.6 ﾋｶﾞ

未来 湊 かなえ／著 双葉社 913.6 ﾐﾅ

タイトル 著者名 出版者 請求記号 貸出数

１ おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾄﾛ ２３

２
おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾄﾛ

１７
氷河のサバイバル 崔 徳熙／文 朝日新聞出版 K462.7 ﾁ

４
おしりたんてい いせきからの SOS トロル／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾄﾛ

１６
おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん トロル／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾄﾛ

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 ３８

２ Finally 安室 奈美恵 CD31 ｱﾑ ３２

３ ALL SINGLeeeeS & New Beginning GReeeeN CD31 ｸﾘ ２４

４
きゃりーぱみゅぱみゅ KPP BEST きゃりーぱみゅぱみゅ CD31 ｷﾔ

２３
次の足跡 AKB４８ CD31 ｴｲ

タイトル 請求記号 貸出数

１ この世界の片隅に D778.7 ｺﾉ ２９

２

アナと雪の女王 DK778.7 ｱﾅ

２６

アバローのプリンセスエレナ

～ソフィアのペンダント～
DK778.7 ｱﾊ

シング DK778.7 ｼﾝ

ズートピア DK778.7 ｽﾄ

2016年出版。

長く読まれています。

堂々の4作

ランクイン!!

アニメ映画人気が高いなか

日本のアニメが堂々1位！

☆予約１位は…『そして、バトンは渡された』（瀬尾まいこ／著、文藝春秋、913.6 ｾｵ）でした！

☆予約１位は…『おしりたんてい カレーなるじけん』（トロル／さく・え、ポプラ社、K913.6 ﾄﾛ）でした！

☆予約１位は…『瞬間的シックスセンス』（あいみょん、CD31 アイ）でした！

☆予約１位は…『未来のミライ』（D778.7 ﾐﾗ）でした！

人気が長く続いて

いる愛されCD☆

人気が集中してます！

貸出中のときは予約してね★



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。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

7月の梅雨が懐かしくなるほど暑い日が続いています。暑さ本番です。

「第64回学校読書調査報告」によると、昨年の5月1か月間の校種別平均読書数は

軒並み減少と報告されました。小学生（4年～６年）では、－1.3 冊で 9.8 冊、中学生

－0.2 冊で 4.3 冊、高校生－0.2 冊で 1.3 冊です。

近年、児童生徒の読書離れが言われていますが、この調査の過去データによると、小学

生は1988年から2005年までは多くても8冊であり、2006年以降はむしろ増えて、

11.4 冊が 2年、一昨年以前の4年間では、11冊を超えていました。昨年度はどの校

種でもマイナスとなったため、問題になりました。

これより問題と思われるのは、月に1冊も本を読まない実態です。

小学生は男子11.9％、女子 4.2％、中学生男子20.8％、女子 9.6％と広がり、高校

生男子58.0％、女子54.1％が 1月に1冊も本を読んでいません。

読書習慣は、小さい頃身につくと言われますが、格差社会が本を読む人と読まない人に

も顕在化してきているのでしょうか。心配です。

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)

小林 伸介 永里 文義 田中 武一 富永 茉莉花

松橋 時子 間々田 和夫 岩田 まな 山﨑 小夜香

鈴木 美佐子 吉田 光栄 田島 康子 佐藤 キミエ

塩野 よし子 笠原 恵美子 高垣 美和子 花井 カヨ子

加納 悟 菊池 美佐枝 根岸 典子 関口 慎太郎

串田 文子 山田 憲治 長倉 正雄

寄贈図書（7月分）

ほしお さなえ／著 角川春樹事務所 B913.6 ﾎｼ

川越の菓子屋横丁が舞台の小説。あなたの知っている場所も登

場するかもしれませんよ。縁あって、川越・菓子屋横丁の一角に建

つ築七十年の古民家で住みこみの管理人をすることになった大学

院生・遠野守人。彼には幼い頃から不思議な力があって・・・。やさし

く心にしみる、あたたかい物語。シリーズ 2作目まであります。


