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【４月のカレンダー】

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

おはなしポッケ 子ども映画会

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

おはなしポッケ

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

青空おはなし会

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

３０ おはなしポッケ 昭和の日

☆子ども映画会☆

日時：４月8日(土)

午後2:00～3:30

内容：「アルプスの少女ハイジ

～ハイジとクララ～」

場所：図書館２階 視聴覚室

定員：先着５０名
足が不自由で外に出たがらないク
ララ。しかしハイジに出会いアルプ
スの自然と触れあう内に少しずつ
明るくなっていきます。そんなクラ
ラを見てアルム爺さんは友情と山
の自然がきっとこの子を歩けるよ
うにしてくれると確信するのです。

☆おはなしポッケ☆

日時：４月4,11,25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

☆青空おはなし会☆
日時：4月22日(土)

午後 2:00～2:30

場所：外の芝生の上

内容：大型絵本「三びきのや

ぎのがらがらどん」

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！

※小さなお子さんは保護者

同伴でご参加ください。



○ 「おはなしのクレヨン」
おはなし会や学校での読み聞かせなど、多岐にわたり活躍中☆

○ 「布絵本あれあれ」（毎月第１、第３水曜日）
図書館貸出用の布絵本を作成しています。

○ 「バラボランティア ブーケ」（毎月第３火曜日）
図書館の中庭を素敵に彩るボランティアです。

○ 「切り絵ボランティア キリボラ」（毎月第１金曜日、第３火曜日）
子ども用の紙芝居等を切り絵で作ります。

○ 「毛呂山草花研究会 草花をたのしむ会」（毎月第3土曜日・不定期）
毛呂山町にある植物を歩いて調べてまとめます。

○ その他・・・図書館内の書架整理や飾り作り、本の修理などの
ボランティアの方々も随時募集しています！

『じゅんびはいいかい』

荒井 良二・作 学研教育出版 Ｅｼﾞﾕ

じゅんびはいいかい？ ― いいよう！

さぁ、待ちに待っていた春！喜びと明るさあふれる絵本です。

『マラソン 1年生』
たかぎ なおこ・著 メディアファクトリー 782.3 ﾀ

運動とは縁遠いところからフルマラソン完走へ！春、マラソンはじめにう

ってつけな、楽しく読んで身になるエッセイマンガです。

『みつばち高校生 富士見高校養蜂部物語』

森山 あみ・著 リンデン舎 646.9 ﾓ

長野県富士見高校養蜂部がはじまって 3年で農業甲子園優勝する
までのノンフィクション！高校生の本気に胸が熱くなります。



『ベスト予約』『ベストリーダー』を図書館のホームページ（資料検索・予約画面）、館

内OPAC（一覧から探す）からチェックすることができます。当館では話題の本も所蔵

していることがほとんどです。人気があり、なかなか書架で見かけない・・・けど読み

たい！という本は、ぜひ予約をおすすめします。少し時間がかかっても、必ずお手元に

届きますので☆

予約した本の準備ができたご連絡は、メールで受取るのが便利ですよ！おすすめですの

で、ぜひご登録ください☆

【利用者の方へ、メールアドレス登録をお勧めいたします】

メールアドレスをご登録いただきますと、リクエスト連絡をメールで受け取れる
など、なにかと便利です！メールアドレスは、図書館ホームページの
Web-OPAC から簡単に登録できます。

※登録に必要なパスワードは、カウンターにて発行いたします。

タイトル 著者名 出版者 請求記号 予約数

蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎 913.6 ｵﾝ 30

騎士団長殺し 第 1部／第 2部 村上 春樹／著 新潮社 913.6 ﾑﾗ 20／17

九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子／著 小学館 914.6 ｻﾄ 16

罪の声 塩田 武士／著 講談社 913.6 ｼｵ 15

よるのばけもの 住野 よる／著 双葉社 913.6 ｽﾐ 11

雪煙チェイス 東野 圭吾／著 実業之日本社 913.6 ﾋｶﾞ 10
がん消滅の罠 岩木 一麻／著 宝島社 913.6 ｲﾜ 9

危険なビーナス 東野 圭吾／著 講談社 913.6 ﾋｶﾞ 9

夜行 森見 登美彦／著 小学館 913.6 ﾓﾘ 9

みかづき 森 絵都／著 集英社 913.6 ﾓﾘ 8

恋のゴンドラ 東野 圭吾／著 実業之日本社 913.6 ﾋｶﾞ 7

コンビニ人間 村田 沙耶香／著 文藝春秋 913.6 ﾑﾗ 7

土の記 上／下 高村 薫／著 新潮社 913.6 ﾀｶ 6
どんなに体がかたい人でもベターッと

開脚できるようになるすごい方法
Eiko／著 サンマーク出版 781.4 ｴ 5

弘兼流 60歳からの手ぶら人生 弘兼 憲史／著 海竜社 159.7 ﾋ 5



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

４月になり、春を実感できる毎日です。

先月８日、朝日新聞「声」に「読書はしないといけないの？」との大学生の投書があ

りました。「大学生の読書時間『０分』が５割に」という記事に、「本を読まないのは良

くないと言えるのだろうか」、「読書が生きる上での糧になると感じたことはない」、「楽

器やスポーツと同じように趣味の範囲であり、読んでも読まなくても構わないのではな

いか」といった意見です。

確かに、たくさん本を読んだ人がすべて「正しい行動ができ、豊かで幸せな人生を送

れる」とは一概に言えません。ただ私は、自分なりに課題に気づくこと、それを表すこ

とは大事だと思うのです。

人にはそれぞれ価値観があり、正解も同じではなく様々でありましょう。大学生の説

得は難しいです。しかし歳をとり、もっと読書をしておけば良かったと思う私がいるの

も本当のところで。こんな声もあることを伝えたいなと思いました。

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。文房具やお手玉等は子ども達用に、大切に使わせていただきます。

ご協力ありがとうございました。

藤井 広喜 松田 弘子 宮寺 昭人 井上 富美子

小林 正幸 木下 正博 三村 克治 加納 悟

髙松 洋子 富永 茉莉花 清野 昭衛 関口 慎太郎

柿沼 聡 小林 伸介 笠原 恵美子 西川 はつ子

田島 康子 小谷野 文枝 串田 文子 （順不同・敬称略）


