
りよだ館書図

２０１９年１２月号 令和元年１２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 ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

振替休館

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２８ ２９ ３０ ３１

整理休館

日時 12月21日（土）14：00～14：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「雪のぼうや」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 12月14日（土）14：00～15：00

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 『おしりたんてい～ププッとかいけ

つ！おしりたんていとうじょう！』 名探偵おし

りたんていが助手のブラウンと共に事件を解決！

子ども映画会

おはなし会

日時 12月3日（火）、10日（火）、24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 12月 14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 『アバウト・タイム 愛おしい時間につ

いて』(吹き替え)タイムトラベル能力がある一家に生ま
れたティム。恋人獲得のためタイムトラベルを繰り返し…。

大人の映画会

１１６号

…休館日
【１２月のカレンダー】 【１月のカレンダー】

今月は…「クリスマス☆おはなしのおくりもの」

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

年末年始休館 1月4日まで 大人の

お話会

年末年始休館



人形劇や、サンタさんもくる楽しいクリスマス会です。

サンタさんの友

達も来るかも!?

毎年好評をいただいている「福 BOOK 袋」

２０２０年も１月５日から行います！

図書館スタッフがそれぞれに趣向をこらして福袋をつくります☆

テーマごとに選んだ本を包装紙で包んでしまうので、

どんな本が入っているかは、貸出してからのお楽しみ！

なくなり次第終了の限定企画、新年の初貸出にぜひどうぞ！

11 月 10 日 図書館にて

本の帯コピーライター大賞

川角小学校 3年

小室結璃さん

特別審査委員賞

泉野小学校６年

森川叶愛さん

町長と教育長、特別審査委員のダンカンさんからお祝いの言葉をいただいて、

最後にはみんなで記念撮影！とても華やかな式になりました。



タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 備考

明治四十三年埼玉県水害誌 埼玉県 埼玉県立浦和

図書館

1987年 S451.9サ

埼玉県水害誌 昭和二十二年九月 埼玉県 埼玉県 1950年 S451.9サ
近世における荒川中流域の水害と治水 大塚一男 1985年 S517オ 吉見、川島中心

越辺川 その流域の変遷と自然 鳩山町 1991年 S239オ
毛呂山の災害史

～記録と記憶から振り返る～

毛呂山町歴史

民俗資料館

2019年 S369.3モ ※貸出可

タイトル 出版者 出版年 請求記号 備考

毛呂山町地域防災計画 概要版 毛呂山町 2013年 S369.3モ ※貸出可

毛呂山町防災マップ 毛呂山町 2013年 S369.3モ ※貸出可

毛呂山町地震ハザードマップ 毛呂山町 2013年 S369.3モ ※貸出可

毛呂山町土砂災害ハザードマップ 毛呂山町 2013年 S369.3モ ※貸出可

10 月 12 日の台風 19号では日本各地で大きな水害が発生しました。「毛呂山町を流れる４つの川が氾

濫」というニュースもあったことから、町内を流れる川に関心を持った人も多いのではないでしょう

か。そこで、毛呂山町周辺の水害の歴史について調べるのに役立つ図書館の所蔵資料をご紹介します。

埼玉県では明治４３年と昭和２２年に大きな水害があり、それぞれの記録が『埼玉県水害誌』として残っています。その

時に毛呂山町にはどんな被害があったのか、これらの資料から読み取ることができます。また、荒川や越辺川など個々

の川についてまとめられた資料からも、近隣で起きた水害とその対策についての変遷をうかがい知ることができます。

◎毛呂山町周辺の水害の歴史について調べる

◎毛呂山町の防災について調べる

★『毛呂山の災害史』は今年の６月から８月に歴史民俗資料館

で行われた前期企画展のパンフレットです。明治４３年と昭和２

２年の水害による毛呂山町の被害についてもわかりやすくまと

められています。また、地震や飢饉などの災害や、毛呂山町の

防災の歴史についても知ることができます。

図書館には 2013 年に毛呂山町から発行された防災関連の資料があります。防災マップはその後の内容変更

もあわせて保存しており、情報が古くならないようにしています。各種マップを使って、住まいや職場近くの避難場

所や災害のおそれがある場所など、いざという時のために知っておきたい情報が確認できます。



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。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

図書館の表彰行事は３つあります。

１つは、「読書通帳」による表彰です。これは、図書館での貸出し３０回、読ん

だ本６０冊を達成した子どもたちを表彰するものです。学校の朝会などに合わせて

訪問し、表彰させていただいています。

２つ目は、図書館で実施している『「本の帯」コピーライター賞』です。今年で

第９回を迎えました。町内７小中学校からおよそ５００点の応募があり、そのなか

から大賞、ビジュアル賞、ユニーク賞、アイデア賞、タレントのダンカンさんによ

る特別審査委員賞が選ばれます。今年は、３２名の子どもたちが表彰されました。

３つ目は、今年で第５回を迎えた「図書館を使った調べる学習コンクール」です。

これは全国大会へ繋がるもので、今年もすばらしい作品の応募がありました。

２つの表彰式は図書館で行います。毎年、町長や教育長にもご臨席いただき、子

どもたちに直接お祝いの言葉をいだだく機会となっています。

今後も子ども達の豊かな発想力と創造力を育み見守っていきたいと思います。

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)

菊地原 文男 小林 伸介 増山 克博 吉田 光栄

沖 正子 間々田 和夫 八百屋 務 佐藤 君江

根岸 円 岩崎 義廣 本郷 史子 坂田 恭子

後藤 康三 竹内 淳子 松本 勇雄 櫻井 海児

戸來 進 横山 誠 佐藤 博子 鈴木 カナコ

寄贈図書（１１月分）


