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＜毛呂山町立図書館＞住所 ： 毛呂山町岩井西 4-18-1
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※ 祝日翌日は振替休館、月曜祝日は開館

＜図 書 館 URL＞ http://www.library.moroyama.saitama.jp/
＜毛呂山町 URL＞ http://www.town.moroyama.saitama.jp

【３月のカレンダー】

※大人映＝大人の映画会／子供映＝子ども映画会

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ １ ２ ３ ４

年始休館 整理休館

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

おはなしポッケ 大人映／子供映

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

おはなしポッケ

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

春分の日 振替休館 おはなし会

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

おはなしポッケ 月末整理休館

☆子ども映画会☆

日時：3月11日(土)

午後 2：00～3：30

内容：「ウォーキングwith

ダイナソー」

場所：図書館２階 視聴覚室

定員：先着５０名

草食恐竜の中で最も幼いパッチは、群れ
のリーダーである父を亡くし、兄や群れ
ともはぐれてしまう。自然の脅威と闘い

ながら、仲間に会うために旅を続けるパ
ッチ。やがて大人へと成長した彼に新た
なる脅威が立ちはだかる。

☆おはなしポッケ☆

日時：3月7，14，28日(火)

午前 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歳～3歳くらい

☆おはなし会☆
～きみはなににのりたい？

日時：3月25日(土)

午後 2：00～2：30

場所：図書館２階 視聴覚室

内容：おはなし「小さな赤いセ

ーター」ほか

絵本の読み聞かせなど

対象：3歳～小学生

大人の方もどうぞ！



場 所 毛呂山町立図書館２階 視聴覚室

対 象 どなたでも 定 員 先着５０名

内 容 「富士ファミリー」 出演：薬師丸ひろ子、小泉今日子

富士山のふもとにあるコンビニ「富士ファミリー」には三人の美人姉妹が

いた。ある日、死んだはずの次女ナスミが目の前に現れメモを探してほし

いという。そして姉妹たちはこのメモがきっかけで大きな騒動に巻き込ま

れていく･･･。

タイトル 著者名 出版者 請求記号 回数

コンビニ人間 村田 沙耶香／著 文藝春秋 913.6 ﾑﾗ 13

火花 又吉 直樹／著 文藝春秋 913.6 ﾏﾀ 10

人魚の眠る家 東野 圭吾／著 幻冬舎 913.6 ﾋｶﾞ 10

海の見える理髪店 萩原 浩／著 集英社 913.6 ｵｷﾞ 8

希望壮 宮部 みゆき／著 小学館 913.6 ﾐﾔ 8

恋のゴンドラ 東野 圭吾／著 実業之日本社 913.6 ﾋｶﾞ 7

三鬼 宮部 みゆき／著 日本経済新聞出版社 913.6 ﾐﾔ 7

天才 石原 慎太郎／著 幻冬舎 913.6 ｲｼ 7

らくだ （新・酔いどれ小籐次 6） 佐伯 泰英／著 文藝春秋 Ｂ913.6 ｻｴ 7

うき世櫛 中島 要／著 双葉社 913.6 ﾅｶ 6

世界一清潔な空港の清掃人 新津 春子／著 朝日新聞出版 289.1 ﾆ 6

見てる、知ってる、考えてる 中島 芭旺／著 サンマーク出版 914.6 ﾅｶ 6



３月３日は桃の節句。ひな祭りとも呼ばれる女の子のお祭りです。ひな人形を飾り、白酒

や菱餅をいただいてお祝いをします。

中国の宮中行事や古から日本にあった流し雛の風習など、さまざまな習わしが融合し、時

代を経て変化してきた行事で、しきたりには地域による違いもあるので、たくさんの楽しみ

方があります。 （『にほんのお福分け歳時記』主婦の友社 より一部抜粋）

図書館にはおひなさまの本、日本の季節をたのしむ本が色々ありますのでご紹介します☆

『ひなまつりにおひなさまをかざるわけ』

瀬尾七重・作 岡本順・絵 教育画劇 Ｅｷﾞｮ

ひなまつりには、なぜおひなさまをかざるのでしょう？

あなたは知っていますか？

『日本の旧家 雛めぐりの旅』

萬 眞智子・著 世界文化社 759 ﾖ

美しい雛人形の数々、地方色豊かなすばらしい雛行

事、日本全国の雛めぐりをどうぞご堪能ください。

『季節を楽しむ和菓子 12か月』
おもたせ菓子研究室・著 家の光協会 596.6 ｷ

「ほぉっ」とおもわずためいきの出る美しい和菓子のレシピが季

節ごとに並んでいます。めくるごとにときめきます。

『にほんのお福分け歳時記』

広田千悦子・著 主婦の友社 386.1 ﾋ

日本にはあらゆるところに縁起物をみつけることができます。

暮らしの中に根付いている「福」。あらためて知ってみませんか。



返却期限が守られないケースが増えており、大変困っています。

資料は利用者のみなさま全員で共有するものです。

必ず決められた返却期限は守ってください。

また、万が一紛失などありましたら、２階事務室まで早めにご相談下さい。

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

１２月に実施した図書館に関するアンケートに多くのご回答をいただきあり

がとうございました。ご意見への回答を新刊コーナー傍のパネルに展示しており

ますのでぜひご覧ください。

この度のアンケート結果では「満足されてる方が多く、大変ありがたい」とい

うこと、「今後も一層運営の工夫をして、たくさんの方々に利用していただける

ように努める」ということを改めて確認・認識できました。

このアンケートは、来館して利用してくださる皆様のお声ですので、そんなお

客様の多くにありがたい、良い評価をしていただいていることを大変うれしく思

います。また、課題が見えたことで身が引き締まります。

ところで、図書館を利用したことのない方々のご意見はなかなか入ってきませ

ん。来たことのない方には来てほしいですし、より多くの皆様に図書館を利用し

てほしい。その為には今回見えた課題を解決しつつ、来たい図書館を実現してい

かなければなりません。今現在ご利用くださる皆様の温かいご意見を励みに、よ

り一層努力し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。

髙松 洋子 細田 雅幸 加納 悟 初野 誠治

佐々木 賢児 長谷川 帝子 永島 松蔵 宮寺 隆宏

山﨑 明子 宮寺 昭人 富永 茉莉花 村田 祥子


