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アクセス：町内循環バス 

「保健センター前」下車 徒歩１分 

※感染状況により中止、 

延期となる場合が 

ございます 

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/ 

※ご自身による来館日時の記録を推奨します。 

入館時に「埼玉県 LINEコロナお知らせシステム」や 

新型コロナウィルス接触確認アプリ「COCOA」の活用をおすすめします。 
(スタッフの感染が確認された場合は図書館ホームページや役場ホームページでお知らせいたします) 

日時：８月 28 日(日) 15：30～17：00 

場所：ホール、研修室 

定員：30 名  

こわ～いおはなしと映画のあとは、 

ミニきもだめし！ 

夕べのこわ～いおはなし会 

※8 月 7 日から児童カウンターにて 

整理券を配布します。 

当日は整理券を必ずお持ちください。 

お知らせ 
～現在の図書館サービスについて～ 

埼玉県 LINE  

コロナお知らせシステム 

図書館では、今後も徹底した感染防止対策を講じた上で制限付き開館を継続しま

す。イベントは基本的には開催を予定しておりますが、変更となる場合はイベント情報

のページにてお知らせしてまいります。開館時間は平常どおりです。 

≪ご来館時・皆さまへのお願い≫ 

接触確認アプリ 

「COCOA」 

ホームページ↑ 

AppStore GooglePlay 

図書館だより ８月号

 



ティーンズ特集 
 

AV特集 

 ８月の行事案内

夏休み科学あそび教室     研修室 

● ８月４日(木) １４時３０分～１６時 

定員：２４名(申込順)  

内容：高分子化合物ってなんだ？ 

～ふくらむスライムとスーパーボールをつくろう～ 

童話と絵本の会           ホール 

● ８月６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 

親子で挑戦！調べ学習ワークショップ 

● ８月６日(土)、７日(日)１０時３０分～１２時３０分 

  定員：８組(申込順)  場所：研修室 

夏休みの自由研究や調べる学習コンクール 

作品作りを応援します！(２回連続講座) 

夏休み子ども平和映画会  ホール 
 

● ８月７日(日) １４時～１４時３０分 

「せかいいちうつくしいぼくの村」 

「小さなチャンピオン 小鹿のモーリス」 

すいようえほんの会  おはなしコーナー 

● ８月１０日(水)  ※各５組(当日先着順) 

 【０・１歳～の部】 １１時～１１時１５分 

 【２・３歳～の部】 １１時３０分～１１時４５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みおはなし工作会    研修室 
 

● ８月１１日(木・祝) １４時３０分～１５時３０分 

定員：１０名(申込順) ※８月３日(水)～受付開始 

絵本の読み聞かせと簡単なおもちゃの工作をします 

紙芝居と折り紙         研修室 
 
● ８月１３日(土) １４時３０分～１５時３０分 

 紙芝居：「あめかいゆうれい」ほか 

 折り紙：モーターボート 

夏休み親子で楽しむおはなしと映画の会 ホール 
 
● ８月２０日(土) １４時３０分～１５時３０分 

おはなし「カッパと瓜」「ねこ先生ととらのおでし」 

映画「小さなバイキングビッケ 最初の消防隊」 

● ８月２７日(土)  １４時３０分～１５時３０分 

おはなし「せんがりの田」「だまりっこくらべ」 

映画「ジャングル大帝 森の掟」 

夏休み読書感想文教室    研修室   
 

● ８月２１日（日） １０時１０分～１２時 

定員：９名(申込順) ※８月６日(土)～受付開始 

講師：NPO法人子どもの夢 TOSS埼玉 

現役の学校の先生が読書感想文の書き方のコツを教

えます 

ナクソス音楽会       ホール 
● ８月２１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５回 「山クラ～山の日クラシック～」 

にちようえほんの会    おはなしコーナー 

● ８月２８日(日)   ※各５組(当日先着順) 

 【０・１歳～の部】 １１時～１１時１５分 

 【２・３歳～の部】 １１時３０分～１１時４５分 

      

 

 

ライブラリーシアター    ホール 

■８月１２日（金）１４時～１６時１０分 

 

【内容】若社長で天才的な発明家であるトニー・ス
タークはテロ組織に拉致された際、脱出のために
パワードスーツを開発した。自社兵器が悪用され
ていると知った彼は、開発したパワードスーツで
「アイアンマン」となり、命をかけて闘うことを決意
する。マーベル・コミックを原作にしたスーパーヒー
ロー映画。(２００８年 アメリカ映画)※吹替えです                          
出演：ロバート・ダウニー・Jr、テレンス・ハワード他          
監督：ジョン・ファヴロー                 
※マスクの着用をお願いします。 

                               

 

大特集 

「アイアンマン」 

ピックアップコーナー 
 



《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 

『日本の絶滅危惧知識』 
百年先まで保護していきたい 

 （吉川さやか/文 ベストセラーズ）ＩＳＢＮ：978-4-584-13985-1 

日本のしきたりって、知ってるようで知らないコトばかり！畳のへりを踏んでは

いけない理由、絵馬はなぜ「馬」なのか、日本版エイプリルフール、 縁起のい

い箸よくない箸、忘れ去られてしまいそうな日本古来の風習をゆる～いイラス

トとともに楽しく紹介！ 

 

【８０２ア】 

貸出図書ベスト５ 

『こうして絶滅種復活は現実になる』 
古代 DNA研究とジュラシック・パーク効果 

（エリザベス・D.ジョーンズ/著 原書房）ＩＳＢＮ：978-4-562-07185-2 

恐竜は復活できるのか？科学者たちの答えは…。映画ジュラシック・パーク

以降注目を集め、エジプトのミイラやマンモスの DNA、ネアンデルタール人の

ゲノム解析…と飛躍的な発展を遂げた古代 DNA研究。真実の探究か…名

声か…研究者たちのジレンマを赤裸々に明かす一冊！絶滅種は甦らせるべ

きなのか…？あなたならどうする…？ 

『あなたの知らない、世界の希少言語』 
 世界 6大陸、100言語を全力調査! 

（ゾラン・ニコリッチ/著 日経ナショナルジオグラフィック）ＩＳＢＮ：978-4-86313-531-4 

なぜ隣り合う国にまったく違う言語が存在するのか？なぜ地球半周分離れ

た土地で同じ言語が話されているのか？我々の暮らしに欠かせない「言語」

を、民族や地理の面白く複雑な関係とともに、地図や写真で紹介。言語の多

様さ、世界の広さを感じる一冊。 

 
※【 】の中は棚の位置を表しています。 

 

 
『』 

（/著，）ＩＳＢＮ： 

 

【３８２．１二】 

 

 】 

【４５７コ】 

 

     

1. 同志少女よ、敵を撃て (逢坂冬馬/著) 

2. マスカレード・ゲーム (東野圭吾/著) 

3. 80 歳の壁 (和田秀樹/著) 

4. 奇跡 (林真理子/著)  

5. 子宝船 きたきた捕物帖 2 (宮部みゆき/著) 

 

1. 透明な螺旋 ガリレオ 10 (東野圭吾/著) 

2. マスカレード・ゲーム（東野圭吾/著） 

3. 黒牢城 (米澤穂信/著) 

4. 52 ヘルツのクジラたち (町田そのこ/著) 

5. 探花 隠蔽捜査 9 (今野敏/著) 

 



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 9月1日 9月2日 9月3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）

８月２日(火)、３１日(水)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

８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】 「私たちと原爆」写真展 １７日(水)まで

童話と

絵本の会

ライブラリー

シアター
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

夏休み親子で楽しむ

おはなしと映画の会

夏休み

読書感想文教室

ナクソス

音楽会

夏休み

おはなし工作会

夏休み科学

あそび教室

夕べのこわ～い

おはなし会

調べ学習

ワークショップ

童話と

絵本の会

休館日

夏休み子ども

平和映画会

休館日

館内整理日

②

①

③

④

⑤

休館日

夏休み親子で楽しむ

おはなしと映画の会

調べ学習

ワークショップ


