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新規雑誌カバースポンサー様 

アクセス：町内循環バス 

「保健センター前」下車 徒歩１分 

発行：宮代町立図書館  電話：0480-34-9944 

メールアドレス：lib@lib.miyashiro.saitama.jp  

ホームページ URL：httpｓ：//lib-miyashiro.jp/ 

 

ホームページ↑ 

【協賛企業様一覧】 

アムフルス様、エムケイ・コンサルティング株式会社様、川口信用金庫様、 

埼玉りそな銀行様、太平ビル管理株式会社様、太平ホーム株式会社様、 

中村建設株式会社様、日本工業大学様  たくさんの企業様のご厚意に支えられております。 

図書館だより ５月号

 

新着雑誌のカバー裏に 

協賛企業様の広告を掲載しております。ぜひご覧ください。 

日時：５月２２日(日) １４時～１５時 

場所：図書館ホール 

内容：松谷みよ子「椿の湖」 芥川龍之介「密柑」ほか 

出演：みやしろ朗読の会 

広告費を雑誌購入の一部としてご負担いただいております。 

新  https://web.d-library.jp/miyashiro/ 

みやしろ電子図書館の URLが変更になりました 



AV特集 

ティーンズ特集 
 

 ５月の行事案内
 

童話と絵本の会        ホール 

● ５月７日(土)  

【２・３歳～の部】 １４時３０分～１４時５０分 

【４歳～小学生の部】 １５時～１５時３０分 

 

すいようえほんの会  おはなしコーナー 

● ５月１１日(水)  

 【０・１歳～の部】 １１時～１１時１５分 

 【２・３歳～の部】 １１時３０分～１１時４５分 

※各５組(当日先着順) 

紙芝居と折り紙       研修室 
 

● ５月１４日(土) １４時３０分～１５時３０分 

 紙芝居：「ザリガニつり」ほか 

 折り紙：ペンダント 

ナクソス音楽会       ホール 

● ５月１５日（日）１４時～１５時３０分 

 ナクソス・ミュージック・ライブラリーからお届け 

 します。ホールでの大迫力の演奏をお楽しみく 

 ださい。 ※生演奏ではありません 

  第２回 「花クラ～花にちなんだクラシック～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
おはなし会            ホール   

 
● ５月２１日（土） １４時３０分～１５時 

  「ねずみじょうど」「こねこのチョコレート」 

● ５月２８日（土） １４時３０分～１５時 

  「とまらないくしゃみ」「ふしぎなたいこ」 

 

にちようえほんの会  おはなしコーナー 

● ５月２２日(日)  

 【０・１歳～の部】 １１時～１１時１５分 

 【２・３歳～の部】 １１時３０分～１１時４５分 

※各５組(当日先着順) 

 

第１７回 朗読会       ホール 

● ５月２２日(日)  １４時～１５時 

 内容：松谷みよ子「椿の湖」 

芥川龍之介「密柑」ほか 

 出演：みやしろ朗読の会 

子ども映画会       ホール 
 

● ５月２８日（土） １５時～１５時４５分 

 「カバのポトマス」 

 「鹿鈴」 

 
      

 

 

ライブラリーシアター    ホール 

■５月１３日（金）１４時～１６時１５分 

 

【内容】冒険家で考古学者であるインディ・ジョーンズ
の元にイエス・キリストの聖杯調査の依頼が！調査
隊が行方不明となるその聖杯探しには彼の父親ヘン
リー・ジョーンズ教授も関係していて…？幻の聖杯を
めぐり大冒険が繰り広げられるシリーズ第３弾！   
(1989年 アメリカ映画) ※吹替です                        
出演：ハリソン・フォード、ショーン・コネリーほか     
監督：スティーヴン・スピルバーグ           
※マスクの着用をお願いします。 

                               

 

ピックアップコーナー 
 

「インディ・ジョーンズ～最後の聖戦～」 
 

大特集 



《本の帯から 新着図書の紹介》 

 

はくもくれんちゃん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

予約図書ベスト５ 

『ジャパンファッションクロニクルインサイトガイド』 
 日本現代服飾文化史 1945〜2021Japan Fashion Chronicle Insight Guide:1945〜2021 

（日本服飾文化振興財団/編 講談社エディトリアル） 

ＩＳＢＮ：978-4-86677-099-4 

もんぺ、洋裁ブーム、ミニスカート、海外セレブブーム、ジェンダーフリー…。

戦後７５年間の若者の流行ファッションを当時の写真、雑誌、出来事ととも

に年代順に紹介！。サブカルチャーとしてのファッションの歴史を分析する。 

【６２７ハ 薄茶】 

貸出図書ベスト５ 

『うまいビールが飲みたい！』 
最高の一杯を見つけるためのメソッド 

（くっくショーヘイ/著 リトルモア）ＩＳＢＮ：978-4-89815-550-9 

どんなビールも、読めば劇的にうまくなる！？ビールはどうやってで

きるのか？ビールの選び方、おつまみとのペアリング、家でできるお

いしい飲み方など、熱烈マニアが古今東西のビールの知識を紹介。 

 

1. 元彼の遺言状 (新川帆立/著) 

2. 女のいない男たち (村上春樹/著)  

3. 硝子の塔の殺人 (知念実希人/著)  

4. 琥珀の夏 (辻村深月/著) 

5. ５２ヘルツのクジラたち (町田そのこ/著） 

『花を育ててみたいのですが。』 
枯らさないコツ、花屋が教えます 

(花福こざる/著 家の光協会) ＩＳＢＮ：978-4-259-56721-7 

マリーゴールド、コスモス、ラベンダー、ミント…。お花屋さんで漫画家

の著者が、園芸初心者に向けてお店でよく見かける花やハーブの育

て方・楽しみ方をマンガとあわせて楽しく解説！ 

 
※【 】の中は棚の位置を表しています。 

 

 
『』 

（/著，）ＩＳＢＮ： 

 

1. 同志少女よ、敵を撃て (逢坂冬馬/著) 

2. 奇跡 (林真理子/著) 

3. 黒牢城 (米澤穂信/著) 

4. 星を掬う (町田そのこ/著) 

5. 白鳥とコウモリ (東野圭吾/著) 

【３８３．１シ】 

 

 】 

【５８８．５ウ】 

 



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

【開館時間】 火曜日～金曜日： 午前９時３０分～午後７時

土・日・祝日： 午前９時３０分～午後６時

【休館日】 毎週月曜日：（祝日と重なった場合は開館します）

５月６日(金)、３１日(火)は館内整理休館です

町内ブックポスト一覧

④ドラッグストア セキ 姫宮店　　 9：00～23：00

⑤カスミ フードスクエア宮代店　（ピアシティ宮代内）　　9：00～24：00

①ぐるる宮代 (総合運動公園)　　　【火～土】　9：00～21：00　　【休館】月曜(7、8月と祝日を除く)年末年始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日・祝】　 9：00～18：00

５月の図書館カレンダー

※CD、DVD、紙芝居、CD付き資料は図書館カウンター
へ直接のご返却をお願いいたします。

②東武ストア　東武動物公園駅前店　　　9：00～21：00

③子育てひろば　　　【平日】   8：30～17：15
　　　　　　　　　　　　　【土日祝】　 9：00～17：00　　　　【休館】年末年始

　　　※資料の回収・返却には
　　　お時間をいただきます

休館日

【展示】 絵画展示(個人) 5日(木)まで

童話と

絵本の会

ライブラリー

シアター

おはなし会

すいよう

えほんの会

にちよう

えほんの会

紙芝居と

折り紙

休館日

館内整理日

おはなし会ナクソス

音楽会

第17回

朗読会

童話と

絵本の会

子ども映画会

休館日

休館日

館内整理日

②

①

③

④

⑤

休館日

【展示】 みやしろ水墨会 ２２日(日)まで

【展示】 押し花サロン 環・WA ２９日(日)まで


