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『知っておくと役立つ　
街の変な日本語』

飯間浩明／著　朝日新聞出版

『くらべる・たのしい　
にたことば絵辞典』

ニシワキタダシ／著
山口謠司／監修　PHP研究所

『とりづくし』
内田麟太郎／作

石井聖岳／絵　鈴木出版

「ことり　ひとり　ひとりぼっち」
からはじまり、あんな「とり」、こ
んな「とり」…。ことばも絵も、ま
さに「とり」づくしの、楽しいこと
ばあそび絵本です。もうひとつの「と
り」あそびもぜひ楽しんでみてくだ
さい。

本を開いた右ページにはオノマトペ
（擬音語、擬態語）を、左ページに
はそれに音の響きが似ている言葉を
選び、見開きに掲載しています。そ
れぞれの言葉を表したかわいらしい
イラストを、つながる 2 コマまん
がとしても楽しめる１冊です。

大人っぽ、ほぼほぼ、コミュ力…。
国語辞典の編纂者である著者が、街
を歩いて見つけた「まだ辞書にない」
新語、絶妙な言い回しを収集しまし
た。日本語の変化や多様性の面白さ
を、味わってみましょう。

―  言葉であそぶ・言葉をたのしむ  ―
５月１日は５（ご）１（い）の語呂合わせから、語彙（ごい）の日。

何気なく使っている言葉も、改めて見てみるとその奥深さに気付かされます。
今月は、言葉を見て、読んで、楽しめる３冊を選びました。

◆都幾川公民館１階視聴覚室　
 5月9日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 絵本「たんぽぽ」
＊ 紙芝居「天からおだんご」
＊ 作ってあそぼう「おたのしみ！」
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新着図
書 ～ 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  一般書
歴史ごはん
永山久夫（くもん出版）

QR コードの奇跡
小川進（東洋経済新報社）

イチからつくるえんぴつ
杉谷龍一（農山漁村文化協会）

ハーブで楽しむ庭づくり
東山早智子（成美堂出版）

うりぼうウリタ
おくやまゆか（偕成社）

ビジュアルパンデミック・マップ
サンドラ・ヘンペル（日経ナショナルジオグラフィック社）

科学者になろう！
スティーブン・モールド（化学同人）

うちの父が運転をやめません
垣谷美雨（KADOKAWA）

さくらの谷
富安陽子（偕成社）

50 代、足していいもの、引いていいもの
岸本葉子（中央公論新社）

町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～ 18 時
【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。
公民館図書室　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居を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・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。

◆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
ちいさい子向け（0～5歳）   5月13日㈬ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会（0～5歳）  5月19日㈫ 10時～
おおきい子向け（5歳~小学生）  5月23日㈯ 14時～

～ 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！ ～

5月の開館日

      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。
※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。
日　時  5月13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
問  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

小学校が団体で利用する体験学習の補助や指導を
するボランティアを募集します。
場　所  嵐山史跡の博物館（嵐山町菅谷 757）
期　間  主に 9 月から 2 月の間、週 1 回程度
応募方法   希望者には面談を行います。博物館に面

談をお申し込みください。（随時受付）
その他   報酬及び交通費の支給はありません。ボ

ランティア保険には当館で加入します。
活動開始前に研修を行います。

問  埼玉県立嵐山史跡の博物館  ☎ 62-5896

「自学・自習」「集中して学ぶ」を基本に、自らの「学
びの場」を作りました。勉強に自ら取り組む意欲
のある人、塾に現在通っていない人を対象に、学
習教室の参加者を募集しています。
対　象   ときがわ町内在住の中学生（定員各学年

10 名）
日　時   毎週火曜日　19 時～ 20 時 50 分（英語・

数学各 50 分、休憩 10 分）
場　所   都幾川公民館 2 階会議室
内　容   自学・自習を基本に学習を行います（黒

板授業ではありません）。教科書を基本に
復習・演習を主体にして、本人と指導者
がよく相談のうえ、進めます。

費　用   入会金 1,000 円、会費月 1,000 円
問  ときがわ町学習支援の会 会長 濱島文明

　　☎ 65-1646

嵐山史跡の博物館
体験学習ボランティア募集

玉川中学校・都幾川中学校のみなさんへ
学習教室参加者募集

バンガロー宿泊とダッチオーブンを使った野外炊
事などを体験します。定員30名。5月29日㈮まで
に電話等でお申し込みください。
※コロナウイルスの影響で、延期または中止とな
る可能性がございます。
日　時  6月13日㈯ 13時 ～ 14日㈰ 12時
場　所  小川げんきプラザ
対　象  小・中学生とその保護者
費　用   大人 3,650 円、小・中学生 3,150 円
問  小川げんきプラザ　☎ 72-2220

小川げんきプラザ　

バンガローでダッチオーブン！

情報のページ

GW 明けもさまざまな草花が見頃となり、公園散
策をお楽しみいただけます♪
森林公園では、ゴールデンウィーク後も見頃予定の
お花があります。運動広場花畑では、約 30 万本の
真っ赤なシャーレ―ポピーが彩ります（見頃 5 月上旬
～下旬）。公園・庭園樹園では、約 3,000 株のテル
フィニウムが広がる青の花畑（見頃 5 月上旬～下旬）
や、ぽんぽんまん丸が愛らしい約 300 本のアリウム・
ギガンチウムが開花します（見頃 5 月下旬）。春の陽
気な日差しを浴びながら、自然に囲まれた緑豊かな
公園散策をお楽しみください。
※開園状況については事前にお問合せください。
時　間   9時30分～17時
入園料   高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、

中学生以下無料 
　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　☎57-2111

国営武蔵丘陵森林公園

見頃のお花　ご案内
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