
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１日（土）ギャラリーにて、栗の子童話会と図書館の共催による「栗の子クリスマス会」

を開催しました。今年も多くの来場があり、特に参加型のエプロンシアター「びっくり！どっき

り！マジックエプロン」では手品の謎について考えてみたり、ミュージックパネルシアター「５つ

のメロンパン」ではメロンパンが売れるように曲を歌ったりと、皆さん一緒に楽しみました。クリ

スマス会の最後にはサンタさんからプレゼント！配り終わった後には写真撮影会も行いました。 
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No.157 
2019 年 1・2 月号 

あけましておめでとうございます 

本年もよろしくお願いいたします 
新年は本館 1月 6日（日）から、角田・継立分室は 1月 9日（水）から開館します 

栗の子主催のおはなし会 

「おはなしおもちゃばこ」 

開催しています。 

ぜひ、ご参加ください。 

1月１２日（土） ２月２日（土） 

◆てあそび「ぺったらぺったん」 

◆絵本のよみきかせ「だれのあしおと」 

「ひつじのむくむく」 

◆紙芝居のよみきかせ「ちいさなきかんしゃ」 

◆ミニシアター「赤ずきんちゃん」 

◆作ってあそぼう「こままわし」 

◆てあそび「ごんべさんのあかちゃん」 

◆絵本のよみきかせ「クマさんのドーナツ」 

「ごきげんのわるいコックさん」 

◆大型絵本のよみきかせ「たまごにいちゃん」 

◆ミニシアター「おりょうりポン」 

◆作ってあそぼう「うちあげロケット」 

 

毎年恒例！栗の子クリスマス会 開催しました 

〇●〇１月・２月おはなし会 開催プログラム〇●〇 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aコース（角田方面）：１／ ９（水）、１／１８（金）、２／ １（金）、２／１５（金） 

 Bコース（継立方面）：１／１１（金）、１／２５（金）、２／ ８（金）、２／２２（金） 

栗小コース     ：１／１０（木）、２／１４（木） 

くりくり号日程変更のお知らせ 
年末年始休館のため、一部変則運行となっておりますのでご確認ください。 

ご迷惑をおかけいたしますが、日程をご確認の上ご利用ください。 

ブックマラソン開催中！！ 1 月２７日（日）まで！ 

～ すきな本をたくさん読むだけで、プレゼントがもらえちゃう！ ～ 

◇1 冊本を借りると、１こスタンプが押せます（1 日 3 こまで） 

◆スタンプを１０こ集めるとオリジナルしおりか、ポストカード 

２０こ集めて完走した方にはプレゼントをお渡しします。 

◇同じカードで町図書館、移動図書館くりくり号、角田・継立図書 

室、各小中学校でも使えます。 

◆スタンプ用紙はカウンターで配布しています 

大人の方にはクリアファイルやカードケースなど、お子様には知育おもちゃや文

房具などなど。 もらえたらチョットうれしいプレゼントを、ご用意しています★ 

世界に１冊！手作り絵本作家 

自分だけのオリジナル絵本を作ってみよう！ 

日 時：１月９日(水)10:00～11:30（製本） 

    １月１０日(木)13:00～15:30（創作） 

    ※２日間とも参加できる方に限ります 

場 所：町図書館 

対 象：町内在住の幼児～小学生 

   （幼児は保護者の付き添いが必要です） 

定 員：15 名 参加無料 

申込み：町図書館、角田・継立図書室 

くりくり号 

 ※事前に下書きの課題がありますので、 

早目の申込をお待ちしております。 

バトラーおすすめ本紹介 

第１～３回ビブリオバトルで紹介されたおすす

め本です。全て図書館にありますので是非ご覧く

ださい。 

 

◆第１回目のチャンプ本は３冊！！ 

『図南の翼』『原色日本蝶類生態図鑑３』 

『めっきらもっきらどおんどん』 

◆第２回目のチャンプ本は 『はたらく細胞』 ！ 

『海の見える理髪店』『翻訳できない世界のことば』

『ここで負けてしまってごめんな』『伝える。』 

◆第３回目のチャンプ本は 『東京奇譚集』 ！ 

『雲の名前、空のふしぎ』『スーホの白い馬』 

『がっこうのおばけずかん』 

『世界不思議地図』 



 

 

 

１月              ２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.火花散る ／ あさの あつこ  

1.椿落つ ／ 佐伯 泰英 

3.未来 ／ 湊 かなえ  

3.長兵衛天眼帳 ／ 山本 一力  

3.カットバック 警視庁ＦＣ ２ 

／ 今野 敏 

3.凶犬の眼 ／ 柚月 裕子  

1.ざんねんないきもの事典 おもしろい！進化のふしぎ 続々  

／ 今泉 忠明 

1.おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん ／ トロル 

3.ざんねんないきもの事典 おもしろい！進化のふしぎ 続  

3.ざんねんないきもの事典 おもしろい！進化のふしぎ 

／ 今泉 忠明 

5.おしりたんてい やみよにきえるきょじん ／ トロル 

6.どっちが強い！？イヌワシｖｓハゲワシ 空の最強王者バトル  

／ レッドコード 

◆角田・継立図書室は、日・月・火

曜と祝日が休館日です。 

開館時間は午後１時から午後５時

までです。 

 

※〇のつく日（毎週木曜日）は、夜８時まで開館しています。 

 

（2018年 08月 01日～2018年 11月 01日集計分） 

貸出中の本は種類により延長回数が定められていますが、予約が入っていなければ延長すること

ができます。カウンターや電話でも受付ていますが、ホームページからでも延長できることをご存知

でしたか？最初の 1 回目しかホームページからだと延長することができませんが、開館時間を気に

せずに延長できますので是非ためしてみてください。 

 

●〇 ホームページから延長する場合 〇● 

マイページ→ログイン→[貸出・予約状況確認]→延長したい書名をクリック→下の方に

ある[貸出延長]を押す→[はい]→元の画面に戻るので、返却期限を確認する。 

※処理してすぐは「延長受付中」と表示されるので、5 分程してからページを更新し、新

たな期限を確認してください。（備考には「延長済みです」と記載されます。） 

栗山町図書館ホームページの利用方法紹介② ～貸出延長～ 

日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

6 7 8 9 10 11 12

51 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土

24 25 26 27 28

19 20 21 22 2317 18

11 12 13 14 15 1610

93 4 5 6 7 8

1 2

●おとなの本● ●こどもの本● 

 
雑誌は延長できない 

ので注意してね☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１月 ２月 

【邦画】 禅 ZEN （2009 年） 
１９日（土）①10:15～12:22 

②14:00～16:07 

（約 127分） 

喜びも苦しみも涙も・・・。あるがままに。

乱世の鎌倉時代。すべての人々を支え続けた孤

高の人・道元禅師。750年の時を超え、今蘇る

感動のものがたり。 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】幸せな時間（20１3 年） 
２６日（土）①10:15～11:27 

②14:00～15:12（約 72分） 

50年も連れ添ってきた、丸山忠吾と丸山サチ

子の老夫婦。平穏で平凡な毎日を送っていた 2

人だったが、サチ子が認知症だと診断され、ほ

どなくして忠吾のがんが見つかる。老い、介

護、家族、別れ、そして人を愛すること。失わ

れゆく時間に想いを馳せたドキュメンタリー。 

【影絵劇】 
つるの恩がえし・泣いた赤鬼（2007 年） 

１７日（木）17:30～18:14（約 44分） 

日本の美しい心を光と影で表現した、不滅の名

作影絵劇。感動的な迫力の舞台を、ハイビジョン

撮り下ろし映像で収録。 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】知られざる大英博物館 

第３集日本 巨大古墳の謎 （2012 年） 
７日（木）17:30～18:20（約 50分） 

ピラミッドや始皇帝陵と並ぶ世界最大級の墓、巨大

古墳。３世紀末から約３５０年間続いた古墳時代は、

文字資料がほとんどないため、未だ謎に満ちている。

その謎を解く鍵も日本から遠く離れた大英博物館に

あった。大英博物館の収蔵庫その舞台裏で行われてい

る最新の科学調査。そこから新たな歴史の扉が開く。   

【邦画】三度目の殺人 
（2017 年 主演：福山 雅治） 

９日（土）①10:15～12:19 

②14:00～16:04（約 124分） 

それはありふれた裁判のはずだった。殺人の前科が

ある三偶(役所広司)が解雇された工場の社長を殺し、

火をつけた容疑で起訴された。犯行も自供し、死刑は

ほぼ確実。しかし、弁護を担当することになった重盛

(福山雅治)は何とか無期懲役に持ち込むため調査を

始める。調査をすすめるにつれ重盛の中で違和感が生

まれていく。 

【邦画】 トロッコ  
 （2009 年、主演：尾野 真千子） 

２３日（土）①10:15～12:11 

②14:00～15:56（約 116分） 

家族の絆と少年の成長をまっすぐなまなざしで描

く珠玉の感動作。芥川龍之介の不朽の名作が台湾の

瑞々しい緑の中でよみがえる。    

上映場所：視聴覚室 

２がつ１７にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご２じ３１ふん まで 

・観賞無料です   ・参加申し込みは不要です 

・町外にお住まいの方もご覧いただけます 

・上映中の飲食はお断りしております 

フランダースの犬 

１がつ１３にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご３じ３０ふん まで 

こねこのぴっち 

いぬ 


