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【５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 ４ ５ ６

おはなしポッケ 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

おはなしポッケ 大人映/子供映

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

おはなしポッケ おはなし会

２８ ２９ ３０ ３１ ６/１ ６/２ ６/３

特別整理休館

☆子ども映画会☆

日時：5月13日(土)

午後2：00～3：30

内容：「おさるのジョージ」

場所：図書館２階 視聴覚室

定員：先着５０名
世界的ベストセラー絵本がついに映画

化！

いたずら好きなおさるのジョージと、博

物館で働くテッドの冒険を描いた心あ

たたまるアニメーション。

☆おはなしポッケ☆

日時：５月2，9，23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☆
～からだのひみつ～

日時：5月27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「こぶじいさ

ま」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 ／ 「陽光桜」

知られざる偉人、高岡正明。彼の強い信念の裏には、心に秘め続けたある決意

があった。これは「陽光桜」を生み出した男の、笑いと涙に溢れた真実の物語。

タイトル 著者名 出版者 請求記号 回数

火花 又吉 直樹／著 文藝春秋 913.6 ﾏﾀ 77

人魚の眠る家 東野 圭吾／著 幻冬舎 913.6 ﾋｶﾞ 58

るるぶ埼玉 '16 JTB パブリッシング 291.3 ﾙ 52

タイトル 著者名 出版者 請求記号 回数

新型ウイルスのサバイバル 1 ゴムドリ co.／文 朝日新聞出版 K498.6 ｼ 5

ドラえもん科学ワールド シリーズ 藤子・F・不二雄／まんが 小学館 各々の記号 多数

ポケモンえほん シリーズ あおき としなお／さく え 小学館 E ﾎﾟ 多数

タイトル アーティスト名 メーカー 請求記号 件数

いきものばかり いきものがかり ソニーミュージック CD31 ｲｷ 65

にほんのうた心のうた シリーズ ボニー・ジャックスほか ビクター CD30 ﾆﾎ 多数

Singles 2000 中島 みゆき ヤマハミュージック CD31 ﾅｶ 34

タイトル 発行元 請求記号 件数

アナと雪の女王 ウォルト・ディズニー DK778.7 ｱﾅ 51

ベイマックス ウォルト・ディズニー DK778.7 ﾍｲ 47

クレヨンしんちゃん（嵐を呼ぶアッパレ戦国大合戦） シンエイ動画 DK778.7 ｸﾚ 38



蔵書点検のため、休館とさせていただきます

休館中も、図書資料はブックポストにご返却ください。視聴覚資料（CD・DVD・ビ

デオ・カセット）は破損の恐れがありますので、必ずカウンターにてご返却をお願

いいたします。

６月３日(土)からは通常どおりに開館いたします。

ご面倒とご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

Q：蔵書点検とは？

蔵書点検とは、図書館で所蔵している図書があるべき場所に収まっているかどうかを確認し、行方不明の

ものがないか点検する作業のことをいいます。閉架も含めたすべての書架をみてゆくのですが、もれなく確認

するにはこの間、棚の中で図書が移動しないようにしておく必要があります。もちろん図書の貸出・返却もスト

ップしなければなりません。このため、作業にかかる期間を閉館としています。

Q：どんな流れで作業をするの？

１）書架の整理をする

図書を請求記号のとおりの位置に並べ直します。また、続く作業をしやすいよう、できるだけ背表紙を揃え

ておきます。

２）書架にある資料の所在確認をする

資料に貼ってあるバーコードを 1冊ずつ読み取ります。所蔵されている約２６万冊の図書のバーコードをす

べて読み取るのに、作業にかかる日数の半分以上を費やします。

３）行方不明となっているものを探す

すべての図書のバーコードを読み終えたら、データを確認して所在が確認できないものを見つけ出します。

下記の条件にあてはまらないものが「行方不明」ということになります。

【 書架にある（=作業期間中バーコードを読まれた）図書 ／ 貸出中の図書 】

実際は作業ミスなどがないかを確認した上で「行方不明」が確定します。この作業で、毎年図書が行方不明

になっていることが判ります。現在、６０３冊の資料が行方不明になっています。また、作業中に見つかった、

修繕が必要な図書などもその都度処理をしています。



【利用者の方へ、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。

館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

毛呂山町立図書館には、３月末現在で、およそ一般書が１５万３千点、児童書６万点、

参考図書や郷土資料１万５千点、漫画１万３千点、雑誌５千点、視聴覚(カセット・CD・

DVD・ビデオ）７千点があります。

一般書の中には「時代物」の本もたくさんあり、佐伯泰英氏の著作本はシリーズが多

いのと人気があることも鑑みて、カウンター前の書架にまとめて置かれています。その

他たくさんの小説家による「時代物」作品を所蔵しています。（カウンターには人気のあ

る時代小説作家のシリーズをまとめた一覧を置いていて、お持ちいただけます。）

春になると思い出すのは、若い頃読んだ大佛次郎の「鞍馬天狗」です。幕末の世を舞

台とした、一種のヒーロー時代小説です。その中の、「吉野や嵐山のような豪華絢爛の桜

より１本の桜で満足」という、彼のアウトロー的な生き方を象徴する言葉が心に残って

います。今考えると、私の生き方にも大きな影響を与えたと思います。

皆様も図書館にある１冊の本の中から、その後の生き様に影響を与える本との出会い

があるかもしれません。

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。

宮寺 昭人 下田 絵美 折橋 元 清野 昭衛

富永 茉莉花 中村 タカ 吉崎 ゆか 髙松 洋子

藤瀬 智子 野呂 富三 藤井 広喜 竹野 義昭

宮寺 紀行 田島 康子 田辺 和男 今井 真

（順不同・敬称略）


