
りよだ館書図

２０１９年１１月号 令和元年１１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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日時 11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「おんちょろちょろ」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 11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 『 トムとジェリーの大冒険 』

少女ロビンを助けることに決めたトムとジェリーでし

たが、ペット刑務所に入れられてしまいます…！

子ども映画会

おはなし会

日時 11月12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 0～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 11月 9日（土）10：00～12：10

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『 ものすごくうるさくてありえないほ

ど近い 』父の遺品から発見された鍵にあう鍵穴を探

して、オスカーはニューヨークの街に飛び出す。

大人の映画会

１１５号

…休館日
【１１月のカレンダー】 【１２月のカレンダー】

今月は…「 むかしむかし、あったとさ 」

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

鳥 の 写 真 展

年末年始休館 1月 4日まで

11／3は流鏑馬祭りのため休館します。



冊子『歩いて見つけた神さま・仏さま』から、数箇所の石仏を巡ります。

冊子を元に歩くので、わかりやすく、おもしろさ倍増です！

途中町内飲食店で昼食も！楽しく毛呂山を歩きましょう！

人形劇や、サンタさんもくる楽しいクリスマス会です。

躍動感あふれる野鳥の写真展です！

場 所 毛呂山町内（集合・解散：毛呂山町中央公民館前）

対 象 どなたでも（お子さんも可）

定 員 先着２０名

参加費 冊子代1000円（冊子をお持ちでない方）、昼食代1000円

案 内 町史研究会メンバー

持ち物 冊子『歩いて見つけた神さま・仏さま』、飲み物、筆記用具、

歩きやすい服装、帽子、カメラ（必要な方）

駐車場 毛呂山町中央公民館（駐車希望の方は、図書館に参加申込みの

際事前にお知らせ下さい）

申込み １０月１７日（木）から受付中（電話可）

サンタさんも

来るかも!?

場 所 図書館２階 読書室

写 真 村田 昌明 氏（フォトフレンド毛呂山）

どなたでもご覧いただけます！皆様お誘いの上ご来場ください。



ふたりでペアになって、ひとりが文章を読み、

もうひとりがページをめくる補助をすると読みやすい。

タイトル 著者名 出版者 請求記号

１

そらまめくんのベッド なかや みわ／さく・え 福音館書店 XE ｿﾗ

だるまさんが かがくい ひろし／さく ブロンズ新社 XE ﾀﾞﾙ

どうぞのいす 香山 美子／作 チャイルド本社 XE ﾄﾞｳ

４ ありとすいか たむら しげる／作・絵 ポプラ社 XE ｱﾘ

５ おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 XE ｵ

吉川 英梨／著 幻冬舎 913.6 ヨシ

埼玉県坂戸市で小学五年生の少女が失踪した。誘拐か、家出か、事故か。

情報が錯綜し、家族が激しく焦燥に駆られるなか、執念の捜査で真相に迫っ

ていく―。実在の場所がモデルになっていて、川越市や毛呂山町も登場しま

す。身近な場所が舞台なだけに、フィクションとわかっていても妙にリアルに感

じて、胸に迫るものがあります。この臨場感、覚悟をもって読んでください。

「大型絵本（ビッグブック）」は、大人数の子ども達への読み聞かせに最適の、

大きな絵本です。おはなし会や、誕生日会やクリスマス会などのイベントにも

ぴったり！特別感あふれる大型絵本で盛り上がること間違いなしです。

ひとり１週間

２点まで

借りられるよ♪

図書館には大型絵本が３５タイトルあります。

ぜひ読み聞かせに取り入れてみてください♪



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、

頼もしさを感じます。

本に書き込みをしたり、破れたり、汚れたり、水にぬれたり…。

次に使いたい方が借りられなくなってしまい、困っています。

図書館の資料は利用者のみなさま全員が共有するものです。

正しく丁寧に扱ってくださいますよう、お願いします。

また万が一汚破損などありましたら、お早めにご相談ください。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

先月１２日の台風１９号では、利用者の皆様の安全等を考慮し、臨時休館させていた

だきました。あの暴風雨の中では、やむを得ない措置でした。

その台風により全国でたくさんの方が亡くなりました。心よりお悔やみ申し上げます。

また、浸水等被災された方も多く未だに避難所生活を強いられている方も多いとか。自

然による災害とはいえ、一刻も早くの復興をお祈りします。

埼玉県内でも、近隣の市町では堤防の決壊で大きな被害を受けました。毛呂山町にお

いても水害や土砂崩れによる被害がありました。

地球温暖化が進み、台風も大型化する傾向にあると言われます。また、台風発生場所

や太平洋高気圧の影響から、台風の進路が九州四国から東側になるのではとの指摘があ

ります。となると、これから先、１９号のような大型台風の関東上陸の頻度が高まるか

も知れません。

図書館には、災害に対する事前準備や心構えなど、災害関連の書籍があります。災害

に対する知識を蓄えておくことも大切なことだと考えています。

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)

坂田 恭子 佐藤 博子 菅原 美弥紀 浅尾 登代

増村 早苗 根塚 恵子 山中 和平 笹川 洋子

笠原 恵美子 篠田 圭子 田島 康子 伊藤 昌隆

中村 誠一 根岸 典子 高篠 太一郎 萩原 典子

小林 伸介 石原 正美 大地 眞理 宮永 茉莉花

大野 京子 櫻井 海児 黒澤 正明 林 智美

寄贈図書（１０月分）


