
おはなしポッケ おはなし会 ※１０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９月号 平成２９年９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 毛呂山町立図書館キャラクター

＜毛呂山町ＵＲＬ＞ http://www.town.moroyama.saitama.jp ブックサンタ

図書館カレンダー
９月 =休館日 １０月 =休館日

※ストーリー⇒ストーリーテリング講習会

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ ２０ ２１ ２２ ２３

敬老の日 ストーリー

２４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

ストーリー

日 月 火 水 木 金 土

１ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １１ １２ １３ １４

体育の日

１５ １７ １８ １９ ２０ ２１

図書館祭

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３１

月末整理日

図 書 館 だ よ り

９０号

日時 ９月９日（土）午後2:00～4:１0

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 『ロスト・ワールド～ジュラシック・パーク』

前作「ジュラシック・パーク」に続く恐竜映画。前作より種
類が大幅に増えた恐竜たちの活き活きとした姿が感動的だ。

子ども映画会

日時 ９月２３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『ふしぎなたいこ』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･･･「そら☆つき☆ほし」

日時 ９月5・12・26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

http://www.library.moroyama.saitama.jp
http://www.town.moroyama.saitama.jp


９９９９９９９９

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１：３０～3：３０

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 受付中

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。

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 １０月７日（土） 午後３：００～５：３０

場所 図書館２階 読書室／ 課題本 『蛭子の論語』蛭子能収 著

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。

♪９月のお勧めクラシック音楽♪

９月４日は「クラシック音楽の日」です。日頃、あまり聴かない方もぜひこれを機に聴いてみませんか？

図書館ＣＤコーナーでお気軽に手にとってみてください。

１. バロック音楽の名曲、夏の思い出と哀愁を感じる美しい旋律です♪

２. フランスの作曲家、ドビュッシーの作品であり、ピアノの名曲です。秋に美しい月を見ませんか♪

３. ヴィヴァルディの代表的作品であるヴァイオリン協奏曲集「四季」より。秋のドライブのお供に♪

４. 平原綾香さんの「Jupiter」でもお馴染みの管弦楽曲。是非、オーケストラの壮大な響きをお楽しみ下さい♪

５. クラシックの名曲「展覧会の絵」、ムソルグスキーにより作られたピアノ組曲ですが、後にラヴェルなどによ

りオーケストラにも編集されており、ぜひ聴き比べて楽しんでもらいたい作品です♪

１. パッヘルベル作曲 「カノン」

２. ドビュッシー作曲 ベルガマスク組曲より「月の光」

３. ヴィヴァルディ作曲 四季より「秋」

４. ホルスト作曲 組曲 惑星より「木星（ジュピター）」

５. ムソルグスキー作曲 組曲 展覧会の絵より「プロムナード」



リサイクル祭り 青空おはなし会

布絵本ボランティア「あれあれ」コーナー 切りえボランティア「キリボラ」コーナー

☆昨年大好評！大盛況に終わった図書館祭りを今年も開催します！！

日時は・・・

１０月１５日（日）午前９：３０から♪
（各種イベント内容や時間はチラシと広報もろやま１０月号をごらんください）

今年もより楽しんでいただけるように、試行錯誤頑張ります。

館長の図書館探検ツアーも行いますので乞うご期待！

駐車場は毎年混雑いたしますので、可能な方はお車以外でのご来館をおすすめします。

職員一同、みなさまのご来館を心よりお待ちしております。

みなさまのご来

館をお待ちして

おります！

画像は第５回のものです



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、紙芝居が１６１５冊あります。紙芝居は、集団で見るイメージがありますが、意外と個人

でも借りられています。家庭でどう読まれているかはわかりませんが、紙芝居は、絵が連続して物語を構

成している良さがあるのでしょう。紙芝居を並べて物語を創造してみる、そんな楽しみ方もあるのではな

いでしょうか。

テレビなどの映像では、一方的に送り込まれるものをただ見ているだけで考えずに過ごせます。紙芝居

や絵本は、一人ひとりが立ち止まったり戻ったりしながら読み進めることができる良さがあります。

子供たちに紙芝居をする場合や本の読み聞かせをする場合、子供の「考える間」が大切です。個人の

「読書」は「考える間」を自然に取っています。

人間の思考力や想像力の育成には「考える間」が大切だと考えています。

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。

長倉正雄 宮寺昭人 佐藤加代子 松橋 晃

花岡 進 永島松蔵 宮寺隆宏 小林正幸

真田 誠 田島康子 長島政臣 大貫 明

牧島敏代 大久保節子 坂田洋子 （順不同・敬称略）

寄贈図書（８月分）




