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『鳥のくらし図鑑』『鳥のくらし図鑑』
おおたぐろまり／絵・文　偕成社おおたぐろまり／絵・文　偕成社

『野鳥の呼び名事典』『野鳥の呼び名事典』
大橋弘一大橋弘一／文・写真　世界文化社／文・写真　世界文化社

『野鳥手帳』『野鳥手帳』
叶内拓哉／文・写真叶内拓哉／文・写真

水谷高英／イラスト　文一総合出版水谷高英／イラスト　文一総合出版

242 種の野鳥を美しいイラストと242 種の野鳥を美しいイラストと
写真で紹介する野鳥図鑑です。野鳥写真で紹介する野鳥図鑑です。野鳥
の見わけ方はイラストで、実際の見の見わけ方はイラストで、実際の見
え方や生息環境は写真でチェックでえ方や生息環境は写真でチェックで
きます。鳥が見つかるポイントを、きます。鳥が見つかるポイントを、
市街地、農耕地、水辺、野山といっ市街地、農耕地、水辺、野山といっ
た環境ごとに、イラストを使ってわた環境ごとに、イラストを使ってわ
かりやすく紹介する 1 冊です。かりやすく紹介する 1 冊です。

身近に見られる野鳥から野山、水辺身近に見られる野鳥から野山、水辺
の野鳥まで、約 100 種の野鳥の呼の野鳥まで、約 100 種の野鳥の呼
び名と名前の由来を解説します。生び名と名前の由来を解説します。生
態や識別点、似た名を持つ鳥や近縁態や識別点、似た名を持つ鳥や近縁
の種も紹介する 1 冊です。の種も紹介する 1 冊です。

―  野鳥の魅力  ―
春夏秋冬、色々な野鳥に出会うことができます。かわいい鳥に出会ったり、春夏秋冬、色々な野鳥に出会うことができます。かわいい鳥に出会ったり、

美しい鳴き声を聞いたりした時、その鳥の名前を知っているだけで、ずっと身近に感じ、楽しくなります。美しい鳴き声を聞いたりした時、その鳥の名前を知っているだけで、ずっと身近に感じ、楽しくなります。
今月は、野鳥に関する本を3冊紹介します。今月は、野鳥に関する本を3冊紹介します。

としょかん

だ　よ　り

６　月　の

おはなし会

～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～

 こどもの本こどもの本  一般書一般書
嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！
新井リオ（河出書房新社）新井リオ（河出書房新社）

なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからないなんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない
東畑開人（新潮社）東畑開人（新潮社）

世界一ひらめく！ 算数&数学の大図鑑世界一ひらめく！ 算数&数学の大図鑑
アンナ・ウェルトマン（河出書房新社）アンナ・ウェルトマン（河出書房新社）

池上彰の行動経済学入門池上彰の行動経済学入門
池上彰（学研プラス）池上彰（学研プラス）

東京タワーに住む少年東京タワーに住む少年
山口理（国土社）山口理（国土社）

木材セラピー木材セラピー
宮崎良文（創元社）宮崎良文（創元社）

ありんこトロッコありんこトロッコ
おおいじゅんこ（アリス館）おおいじゅんこ（アリス館）

テウトの創薬テウトの創薬
岩木一麻（KADOKAWA）岩木一麻（KADOKAWA）

ごめんねゆきのバスごめんねゆきのバス
むらかみさおり（文溪堂）むらかみさおり（文溪堂）

カムカムマリコカムカムマリコ
林真理子（文藝春秋）林真理子（文藝春秋）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～水曜日・木曜日９時～ 1818 時時
【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。
公民館図書室　【開館時間】公民館図書室　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。
図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、
カウンターへ返却をお願いします。カウンターへ返却をお願いします。

～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～

～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～

      図書館休館(図書室開館)

　　　　図書室休館(図書館開館)

　　

　　　　図書館・図書室の休館日

      おはなし会
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としょかん

カレンダー

◆◆都幾川公民館図書室木質化コーナー　都幾川公民館図書室木質化コーナー　
 6月11日㈯ 14時30分～15時30分 6月11日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 絵本「おともだちになってね」 絵本「おともだちになってね」
＊ エプロンシアター「ジャックと豆の木」 エプロンシアター「ジャックと豆の木」
＊ 作ってあそぼう!!　お楽しみ 作ってあそぼう!!　お楽しみ

◆◆町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせな町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせなどど
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     6月18日㈯ 10時30分～ 6月18日㈯ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会エプロンさんのおはなし会（0～5歳） （0～5歳）   6月21日㈫ 10時～6月21日㈫ 10時～
おおきい子向けおおきい子向け（5歳~小学生（5歳~小学生））    6月25日㈯ 14時～6月25日㈯ 14時～

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。

＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。

新着図書

ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  6月8日㈬　13時30分から 6月8日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所 ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

自然の中でくらす生き物は、季節に自然の中でくらす生き物は、季節に
合わせた生きかたをしています。ス合わせた生きかたをしています。ス
ズメ、カラス、ハト、ムクドリといっズメ、カラス、ハト、ムクドリといっ
た鳥たちは、どんなくらしをしているた鳥たちは、どんなくらしをしている
のでしょうか？ 日本の代表的な野鳥のでしょうか？ 日本の代表的な野鳥
39 種それぞれの春夏秋冬のくらし39 種それぞれの春夏秋冬のくらし
を、鳥がみられるおもな環境ごとにを、鳥がみられるおもな環境ごとに
カラーイラストで紹介する 1 冊です。カラーイラストで紹介する 1 冊です。

◆ 自衛官候補生
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   受付中～7月1日㈮受付中～7月1日㈮
試験日   【1次・WEB試験】7月8日㈮～10日㈰の  【1次・WEB試験】7月8日㈮～10日㈰の

いずれか1日【2次・面接及び身体検査】7いずれか1日【2次・面接及び身体検査】7
月15日㈮～18日㈪の指定の1日月15日㈮～18日㈪の指定の1日

入隊時期   令和5年3月下旬予定令和5年3月下旬予定

※細部についてはお問い合わせください。※細部についてはお問い合わせください。

問   自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所  自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　　（担当）満木 ☎048-522-4855　　（担当）満木 ☎048-522-4855

教育相談のお知らせ
各学部（小学部・中学部・高等部）の授業見学お各学部（小学部・中学部・高等部）の授業見学お
よび教育相談ができます。HPもご覧ください。よび教育相談ができます。HPもご覧ください。
対　象   保護者、学校関係者、幼稚園・保育園関  保護者、学校関係者、幼稚園・保育園関

係者など係者など
相談日時   ㈪～㈮の9時30分～16時30分㈪～㈮の9時30分～16時30分
申込み     問   担当者までお電話でご連絡ください。  担当者までお電話でご連絡ください。
　 東松山特別支援学校　教頭（多田）、コーディ　 東松山特別支援学校　教頭（多田）、コーディ

ネーター（片山・長濵） ☎24-2611ネーター（片山・長濵） ☎24-2611

住宅相談（相談は無料）、包丁研ぎ（有料）など住宅相談（相談は無料）、包丁研ぎ（有料）など
を行います。新築からリフォーム、小さな工事でを行います。新築からリフォーム、小さな工事で
も、家のことなら地元の建築プロが親切・丁寧にも、家のことなら地元の建築プロが親切・丁寧に
相談を承ります。安心してお任せください。相談を承ります。安心してお任せください。
日　時   6月12日㈰　10時～15時6月12日㈰　10時～15時
　　　 （受付14時30分まで）　　　 （受付14時30分まで）
場　所   ときがわ町役場本庁舎北側駐車場ときがわ町役場本庁舎北側駐車場
問   埼玉土建比企西部支部 ☎66-1120  埼玉土建比企西部支部 ☎66-1120

自衛官募集案内

東松山特別支援学校

埼玉土建　住宅デー

埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談
会を開催します会を開催します。。

◆上柴公民館　小会議室2
日　時   6月15日㈬ 13時30分～16時30分6月15日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　美術室
日　時  6月21日㈫ 6月21日㈫  13時30分～16時30分13時30分～16時30分

◆ウェスタ川越
日　時   6月2日㈭・9日㈭・16日㈭6月2日㈭・9日㈭・16日㈭・30日㈭・30日㈭
　※いずれも　※いずれも13時30分～16時30分13時30分～16時30分

相談方法  面談相談（1組1時間)　要予約 面談相談（1組1時間)　要予約
予約方法  総合相談センターで電話予約を受け付け 総合相談センターで電話予約を受け付け
　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472
相談内容  相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、 相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
　不動産の名義変更など　不動産の名義変更など
費　用  無料 無料
問  埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861 埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861

無料法律相談会

～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日
会場でコピーも可）。参加企業名は会場でコピーも可）。参加企業名は開催2週間前か開催2週間前か
らら当協議会ウェブサイトに掲載。当協議会ウェブサイトに掲載。
【URL】http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/【URL】http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象  2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業 2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業
　予定の方、既卒 3 年以内の方　予定の方、既卒 3 年以内の方。。
日　時  6月23日㈭　13時～16時 6月23日㈭　13時～16時
　　　　（受付12時～15時30分）　　　　（受付12時～15時30分）
会　場   大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール
問  埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185 埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185

求人企業合同面接会

2223


