
りよだ館書図

２０１８年５月号 平成３０年５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

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

６ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２９ ３０ ３１

整理休館

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １２ １３ １４ １５ １６

講演会

１７ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

２４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

日時 ５月2６日（土）１４：00～１４：30

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 おはなし「こすずめのぼうけん」ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 ５月１２日（土）１４：00～１５：30

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 『 くもりときどきミートボール 』

発明家を夢見るフリントはついに水を食べ物に変え

るマシーンを発明！でもそのせいで町は大騒ぎに！

子ども映画会

おはなし会

日時 ５月１日（火）、８日（火）、２２日（火）

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

おはなしポッケ

日時 ５月１２日（土）10：00～１２：１０

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 『 幸せへのキセキ 』

最愛の妻を亡くし仕事もうまくいかないベンジャミ

ンが引越した先は閉鎖中の「動物園」付の家だった。

大人の映画会

９８号

…休館日

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

【５月のカレンダー】 【６月のカレンダー】

今月は… ちびっこあつまれ！

思い出の版画展



今まで友人、知人に送った「版画のはがき」をまとめた作品展

場 所 図書館２階 読書室にて

彫り士 熊谷 宗孝 氏

子どもの本とはどうあるべきなのか、ということや、

一冊の本が生まれるまでの流れ、作家の素顔などを、

編集者の立場からお話しして下さいます。

講 師 上村 令 氏（徳間書店児童書局局長）

場 所 図書館２階 視聴覚室

対 象 町内または近隣市町在住

定 員 先着５０名

申込み 6月2日（土）９：３０から受付（電話可）

毎日開催します！

10:00～12:00

各日５名

参加費無料

上村 令（うえむら・れい）さんプロフィール

早稲田大学卒。在学中は児童文学研究会で活動。卒業後、福武書店（現・ベネッセ・コー

ポレーション）の児童書編集部を経て、1993年に徳間書店へ。児童書部門の立ち上げから

関わり、編集長を務めたのち、現在は児童書局局長を務める。

徳間の児童書は丁寧な本作りで定評があり、上村さんはとくに翻訳ものを「徳間ブランド」

として認知されるまでに育ててきた立役者の一人。また、荻原規子さんの人気ファンタジー

『空色勾玉』シリーズを世に送り出した編集者でもある。



４月１３日（金）に、古典文学講座「万葉集と映画『君の名は。』の関係」が開催さ

れました。講師は越生町在住の近藤悦啓先生をお招きしました。

２０１６年に大ヒットしたアニメ映画『君の名は。』と、万葉集にどんな関係がある

のか。映画のロケ地となった場所の写真をスクリーンに映し、詳しい説明を交えながら

の講義は、映画と万葉集の双方の魅力に気づかされた、充実の２時間となりました。

次回の古典文学講座は８月に、おなじみ斉藤修平先生を講師にお招きして、「神楽と

古事記」「わらべうたと子どもの世界」の内容で、全３回で開催します！詳細は決まり

次第、図書館だよりやポスター、広報もろやまなどでお伝えします！

埼玉の古寺をたずねて

大舘 右喜／著 さきたま出版会／出版 186.9 オ

武州八十八霊場は、江戸時代後期に越生町の法恩寺を中心に開かれ、

多くの庶民に信仰されましたが、徳川幕府による霊場信仰の禁令により衰退

し、今では幻となっています。この本では、そんな幻の武州八十八霊場を、フ

ルカラーの写真とともに紙面でめぐることができます。毛呂山町にも４つの霊

場が！本を片手に霊場めぐりをするのもいいかもしれませんね！

映像の美しさで定評のある新海誠監督作品。『君の名は。』

の前作『言の葉の庭』も、万葉集との関わりが深いそうで

す。図書館ではぜひ、小説版を手にとってみて下さい。

※ＤＶＤは貸出権がなく、図書館での扱いがありません。

近藤先生の万葉集研究のきっかけになった１冊。

『小説君の名は。』

新海 誠／著

KADOKAWA

B913.6 シン

『小説言の葉の庭』

新海 誠／著

KADOKAWA

913.6 シン

『万葉秀歌 上・下』

斎藤 茂吉／著

岩波書店

A911.1 サ



館長 五十嵐館長館館長だより館長だより
館長 五十嵐

図書

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館内で食事も可能です。

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

メールアドレスをご登録いただきますと、リクエスト連絡や返却日のお知らせをメール

で受け取ることができます！メールアドレスは、図書館ホームページから簡単に登録で

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。

パスワードがあると、Ｗｅｂから予約ができたり、貸出状況や予約状況が確認できたり

と、とても便利です。ぜひご活用ください！

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

本図書館では5月中旬になると、第2駐車場から玄関までの小道にバラの香りが漂

います。これは、庭造りボランティアグループ「ブーケ」の皆さんが1年間世話をし

てくれた賜物です。

｢ブーケ」は、図書館で主催した「バラの育て方講座」に参加された皆さんにより発

足したグループで、講師をしてくださったバラ愛好家・斉藤よし江先生の監修のもと、

年間を通じて活動されています。

花のある小道となるよう、バラだけでなく、春の花、秋の花というように工夫され、

1年を通して様々な花が楽しめるものとなっています。

なお、「ブーケ」の元メンバーの方が製作した、庭の様子をおさめた動画がユーチュ

ーブでご覧いただけます。これは２０15年の庭の様子です。その当時と比べて見ます

と、現在はバラのアーチやガゼボのバラの完成度がより良いものとなっていますので、

今年はさらに華やかになった様子がご覧いただけると思います。

今年は暖かい日が続きましたので、例年より早く開花するのではないでしょうか。バ

ラの季節、是非ご来館いただきお楽しみください。

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。

戸口 悦子 森 和男 井上 富美子 佐々木 賢児

竹野 義昭 一川 信幸 並木 里香 菅原 美弥紀

増永 修身 尾上 明子 清滝 斉 平松 明子

百崎 トミヨ 佐藤 真澄 熊谷 峯彦 田島 康子

(順不同・敬称略)

寄贈図書（４月分）


