
りよだ館書図

２０２０年２月号 令和２年２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

振替休館

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

振替休館

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

作家講演

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３１

整理休館

日時 2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「雪おなご」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 2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 『おさるのジョージ』 ニューヨークの

博物館で働くテッドと、いたずら好きなおさるの

ジョージの友情と冒険を描いた心温まる物語。

子ども映画会

おはなし会

日時 2月4日（火）、11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 2月8日（土）10：00～11：55

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 『死にゆく妻との旅路』二人でいること

が、なぜ、罪になるのですか？272 日の旅、走行距離

6000km。末期ガンの妻と旅した夫との愛の実話。

大人の映画会

１１８号

…休館日
【２月のカレンダー】 【３月のカレンダー】

今月は…「 ふゆのおはなし な～んだ 」

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

読み聞か

せ講座
キリボラ作品展



毛呂山町出身の絵本作家・柿田ゆかりさん。
絵本作家になるきっかけや、

1冊の絵本が生まれるまでの裏話などをうかがいます。

図書館の切り絵ボランティアが作品を展示します！

柿田 ゆかり／作・絵 赤ちゃんとママ社 E ｺﾞﾄ

やぎのゴートンさんは、自分の畑でとれたじゃがいもを村の仲

間にわけてあげることにしました。喜んだみんなは、じゃがいもの

お礼に何をするのでしょうか？ 今すぐ食べたくなっちゃう、おいし

そうなじゃがいも料理がいっぱいの絵本です。

季節のやさい絵本シリーズ（林木林／作、ひかりの

くに）や、「つるばら村」シリーズ（茂市久美子／作、

講談社）などの挿絵を手がけています。



タイトル 著者名 出版者 請求記号 貸出数

１ マスカレード・ナイト 東野 圭吾／著 集英社 913.6 ﾋｶﾞ ４２

２ 魔力の胎動 東野 圭吾／著 KADOKAWA 913.6 ﾋｶﾞ ４０

３ 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 ３９

４ かがみの孤城 辻村 深月／著 ポプラ社 913.6 ﾂｼﾞ ３８

５
未来 湊 かなえ／著 双葉社 913.6 ﾐﾅ

３６
九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子／著 小学館 914.6 ｻﾄ

タイトル 著者名 出版者 請求記号 貸出数

１ エネルギー危機のサバイバル １ 金 政郁／文 朝日新聞出版 K501.6 ｷ ４０

２ 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 ３９

３
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 ３７

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 ３６

５
おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル／さく・え ポプラ社 K913.6 ﾄﾛ

３４
氷河のサバイバル 崔 徳熙／文 朝日新聞出版 K462.7 ﾁ

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 ７１

２ Finally 安室 奈美恵 CD31 ｱﾑ ６２

３ それぞれの椅子 乃木坂４６ CD31 ﾉｷ ４４

４
ALL SINGLeeeeS & New Beginning GReeeeN CD31 ｸﾘ

３９
Love Collection2 ～pink～ 西野 カナ CD31 ﾆｼ

タイトル 請求記号 貸出数

１ アナと雪の女王 DK778.7 ｱﾅ ５６

２ ズートピア DK778.7 ｽﾄ ５２

３
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

４８
シング DK778.7 ｼﾝ

５ この世界の片隅に D778.7 ｺﾉ ４６

東野圭吾が人気！

ミステリーがよく読

まれています。

「サバイバル」シリーズと

「おしりたんてい」シリーズが独占！

なんとすべて

アニメ映画です！

１、２位は昨年と変わらず！

乃木坂４６が 3位ランクイン♪



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

先月１９日、大学入試センター試験が行われました。関東地方は雪になりましたが

大雪とはならず、受験生の足に大きな影響はなかったようです。

２月は本格的な受験シーズンで、本人は元より受験生を抱える家族の皆様には希望

と不安の入り混じった時でもあります。

良い結果となることをお祈りします。

図書館では、夏休みや１月から３月までの受験シーズンは特に、図書館を利用した

勉強空間をできる限り優先して提供することに努めています。特に、土曜日、日曜日

にはたくさんの学生が朝から来館し、勉強に励んでいます。

人間は、目標を持つとそれに向かって努力する生き物です。いくつになっても変り

ません。生涯学び続ける大人となるため、何か目標を持ちましょう。

「本を読み学ぶ」というと何か高尚に聞こえますが、大人が児童書を読むのでも良

いのです。大人でも、子どもの時の感情は生きています。児童書を読むと、年甲斐も

なく感動する大人としての自分の発見があるものです。

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)

榊原 桂子 宮永 茉莉花 大野 正八 山田 幸生

小山 博行 小林 伸介 林 忠一 飯塚 亮太

野神 幸雄 山﨑 光子 門部 矩子 光山小学校

紫藤 三千代 小室 友哉 大久保 彩 栗原 恵太

今井 真 中野 香織 笠原 恵美子 西川 はつ子

吉田 光栄 佐藤 博子

寄贈図書（１月分）

昨年１２月から、図書館内でフリーWi-Fi が使用できるようになりました。

ＩＤは、morobook.FreeWi-Fi の１階用と２階用があります。

ご利用になりたい場所にあわせて「１F」か「２F」を選んで接続してください。

接続方法などご不明な点がありましたら館内の掲示またはカウンターでご確認ください。

なおフリーWi-Fi のためセキュリティはご自身で管理してくださいますようお願いします。

マナーを守ってご利用ください。

パソコンの持ち込み利用の方は、空いているお部屋をご案内しま

すので職員までお声かけください。（閲覧席はパソコン禁止です）


