
おはなしポッケ おはなし会 ※９月の子ども映画会の詳細は来月号にてお知らせいたします

子ども映画会 大人の映画会

２０１７年８月号 平成２９年８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

図書館カレンダー
８月 =休館日 ９月 =休館日
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図 書 館 だ よ り

８９号

日時 8月12日（土）午後2:00～4:00

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 『ジュラシック・パーク』

恐竜の血を吸った蚊の化石から恐竜の DNA を取りだし、遺伝
子工学を駆使してクローン恐竜を作る。この方法で集めた恐
竜たちにより、「ジュラシックパーク」というテーマパーク
が完成した。だが恐竜は野性を取り戻し、人間を襲い始める。

子ども映画会

日時 8月26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『こぶたのまーち』ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

おはなし会

今月のテーマは･･･「みんなでたのしく！」

日時 8月1、8、22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、紙芝居、絵本の読み

聞かせ

対象 0歳～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 9月9日（土）午前10:00～11:15

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 『紅白が生まれた日』

終戦から４ヵ月後の大晦日、紅白歌合戦の前身となった番組
が放送された。その名は、紅白音楽試合。

大人の映画会



日時 ８月１１日（金）午後７時～８時

場所 図書館

内容 ひみつ・・・

対象 町内の幼児から中学生以下（未就学児は保護者同伴）

親子での参加大歓迎です！

定員 先着７０名

持ち物 図書館の利用券

申込み 電話可 （残りわずかです！）

いろいろな夏休みの催しものがはじまりました！少しだけですが、その様子をご覧ください

チャレンジ講座

図書館を使った調べる学習

日時 ８月１３日（日）

午前の部 １０時３０分～１１時３０分

午後の部 ２時～３時

内容 「虫の声」「ぼくのおとうさんだれ」ほか

対象 どなたでも／ 定員 各回８０名

場所 図書館２階 視聴覚室

※申し込みは必要ありません。

古典文学講座「古事記と神楽」

斉藤先生による神楽解説の決定版！

古事記と絡めての全３回です。

日時 ８月８日（火）、１７日（木）、３１日（木）

場所 図書館２階 視聴覚室

講師 斉藤 修平氏（文京大学客員研究員）

対象 町内在住・在勤・在学の方

定員 先着３０名／ 参加費 無料

申込み ７月２６日（水）午前９時３０分から受付

（電話可）

初心者向けストーリーテリング講習会

日時 ９月２２日（金）、２９日（金）

午後１時３０分～3時３０分

講師 清水 千秋氏（東京子ども図書館職員）

場所 図書館２階 視聴覚室

対象 町内在住・在勤・在学の方

定員 先着２０名

申込み ８月２５日（金）午前９時３０分から受付

（電話可）

おはなしを子どもたちに語っ

てみませんか？

図書館ボランティア養成講座

です

子ども向け もよおしもの

夜の妖怪図書館ツアー 人形劇団オッペ 第６０回定期公演

催 し 物 の ご 案 内

読書会 毛呂狐クラブ
も ろ っ こ

一冊の本を通して多くの人と触れ合いませんか？共に語り合うことで新しい発見があるかもしれませんよ。

日時 ９月２日（土） 午後３時～５時３０分

場所 図書館２階 視聴覚室／ 課題本 「終わった人」内館牧子

定員 先着２０名／ 申込先 毛呂山町立図書館 電話またはＥメール

主催 毛呂狐ｸﾗﾌﾞ 世話人 花岡 進 協賛 毛呂山町立図書館

※ 必ず課題本を読んで来て下さい。



夏休み科学実験教室 怪の図書館 認知症サポーター養成講座

スーパーボウルを作りました。 こわ～い怪談でした・・・。 みなさん真剣に受講されていました。

♪夏のおすすめのクラシック音楽♪
クラシック音楽ってチョット・・・と思っている方もぜひ！聞いていると意外と癒されたり、元気になれたり

しますよ！リラックスタイムのお供にいかがでしょうか♪

ヴィバルディ 「四季」より "夏" 夏らしい力強い曲調がとても印象的です♪

ショパン 軍隊ポロネーズ 明るく堂々として威厳のある曲調が夏にぴったりです♪

メンデルスゾーン 真夏の夜の夢 幻想的で繊細な曲調はまさに"真夏の夜の夢です"♪

ヘンデル 王宮の花火の音楽 とにかく勇壮で華麗な曲調です。王宮の絢爛豪華な打ち上げ花火の

イメージです。

♪図書館のＣＤコーナーにもありますので、お気軽に手に取ってみてください♪

一般書予約ランキング

（平成２９年7月２３日現在）

書 名 著者名 出版者 請求記号 予約数

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎 913.6オン ３０

劇場 又吉 直樹 新潮社 913.6マタ １６

アキラとあきら 池井戸 潤 徳間書店 913.6イケ １４

騎士団長殺し 第１部 村上 春樹 新潮社 913.6ムラ １２

月の満ち欠け 佐藤 正午 岩波書店 913.6サト １２

九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館 913.6サト １１

罪の声 塩田 武士 講談社 913.6シオ １１

BUTTER 柚木 麻子 新潮社 913.6ユズ １１

夏休みのいろいろな催し物がはじまりました



館長 五十嵐館長館館長だより
館長 五十嵐 京

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階にあ長 京館

長 五十嵐 京館長 五十嵐 京

館長 五十嵐 京

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ています。

正午から１時までは、館内で食事も可能です。

メールアドレスのご登録をお願いします！

（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！メールアドレスには、図書館ホームページのWeb-

OPACから簡単にできます。

※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。

館長だより

毛呂山町立図書館長 五十嵐京
い が ら し みさと

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。

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ています。正午から１時までは、

２階の部屋を食事ができるように開放しています。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。外がどんなに暑くても、図書館は冷房が効いています。書棚をつぶさに見て

回るだけでも、様々な発見があるでしょう。

皆様のご来館をお待ちしております。

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。

大久保 節子 田中 武一 井野 徳子 山口 正義

田中 忠政 長谷川 帝子 松岡 洋子 長倉 正雄

宮寺 昭人 櫻井 則雄 宮永 茉莉花 佐藤 洋子

大竹 瞳 山田 敏男 飯島 雄二 （順不同・敬称略）

寄贈図書（７月分）




