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芭 蕉 特 集
「月日は百代の過客にして 行きかう年もまた旅人也。船の上に生涯を浮かべ、馬の口とらえて
老をむかふる物は、日々旅にして旅を棲とす。」（おくの細道）
松尾芭蕉は、元禄７年（１６９４年）５１歳でその生涯を終えますが、後半を旅とともに過ごした人生だ
ったといってよいでしょう。「野ざらし紀行」の旅、「鹿島紀行」の旅、「笈の小文」の旅、「更科紀行」の旅、
「おくの細道」の旅、すべて４０代のときに集中しています。
秋の夜長、芭蕉の句をひも解き芭蕉の旅に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

野ざらしを 心に風の しむ身かな（野ざらし紀行）
旅人と 我名よばれん 初しぐれ（笈の小文）
はつしぐれ 猿も小蓑を ほしげなり（猿蓑）
俤や 姨ひとりなく 月の友（更科紀行）
夏草や 兵どもが 夢の跡(おくの細道）
旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る（辞世の句）

芭蕉案内
・おくの細道（岩波文庫）
・田中善信『芭蕉』（中公文庫）
・今栄蔵『芭蕉年譜大成』（角川書店）
・高橋庄次『芭蕉庵桃青の生涯』（春秋社）
・芭蕉句集（岩波書店）
・芭蕉文集（岩波書店）など多数

入間市の芭蕉句碑
入間市内には、芭蕉の句碑が４基残されています。もちろん、芭蕉が当地に来て詠んだものではなく、
地元の俳句を愛好する人たちが “俳聖” を偲んで建立したものです。
①豊岡愛宕神社 「ひらひらと あぐる扇や 雲の峯」
②小谷田中野原稲荷 「原中や 物にもつかず 鳴く雲雀」
③野田白髭神社前 「父母の しきりに恋し 雉の声」
④野田白髭神社 「都出て 神も旅寝の 日数哉」
◎図書館では、下記により「芭蕉句碑めぐり」を開催します。ふるってご参加を！

図書館長と訪ねる 「芭蕉句碑めぐり」
その１ 平成２２年１０月３０日（土）
９時～１２時
コース 入間市駅－彰義隊遭難者の碑－
道祖神道標－愛宕神社－中野原稲荷
－高倉寺－入間市駅
参加費 ３０円
申込み １０月８日から参加費を添えて
直接図書館本館へ（先着２０人）

お問い合わせ：図書館本館

その２ 平成２２年１１月２７日（土）
９時～１２時
コース 元加治駅－白髭神社－谷田の泉
－仏子駅
参加費 ３０円
申込み １１月９日から参加費を添えて
直接図書館本館へ（先着２０人）
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★万燈まつり

おはなし会★

絵本や紙しばいなどのたのしいおはなし
のあとは風船おじさんがバルーンアート
で動物を作ってくれます。ぜひ遊びに来
てください！
☆日 時

秋の読書週間に伴い、図書館全館で特別貸出を
実施します。この機会に長編や大作を読破して
みてはいかがでしょう？
☆期
間
☆貸出期間
☆貸出点数

10/23（土）14:00～14:30
24（日）11:00～11:30
14:00～14:30

☆ところ 図書館本館

★秋の読書週間特別貸出

児童おはなしコー

10/27（水）～11/7（日）
3 週間
1 人 10 点まで（図書・雑誌・紙芝居）
※視聴覚資料は、通常どおり２点まで

★布に描く絵本の世界
～ようこそ布しばい展へ～★
★リサイクル本のご提供★
毎年恒例のリサイクル本のご提供を今年も行
います！会場に並べられた本はご自由にお持
ち帰りいただけます。ぜひお気に入りの一冊
を見つけてください！
☆日 時

万燈まつり 10/23（土）13:30～16:00
10/24（日）10:00～16:00

生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ11/14（日）10:00～16:00

☆ところ 図書館本館 入口脇

「布しばい」の展示と おはなし会を開催します。
大きな布に模写された絵本は圧巻です！原作絵本の
展示もあります。ぜひ、大勢で楽しさを分かち合え
る「布しばい」を、ご家族揃ってご覧ください。
よみきかせのボランティアの活動をされている方に
も必見です！
☆日 時
☆ところ

10/31(日) 10:00～16:00

展 示・・・ 産業文化センター（図書館）２階研修室
おはなし会・・・ 図書館本館 児童おはなしコーナー
①10：30～ ②14：00～

★国民読書年記念文学講演会★
本年は国民読書年のため、読書をテーマにした文学講演会を開催します！
☆日 時
11/14（日）生涯学習フェスティバル 14:00～15:30
☆ところ
産業文化センター ホール
☆演 題
｢読書と人生｣
☆講 師
日髙義博氏 (学校法人専修大学理事長兼学長・入間市在住)
☆申し込み
入間市立図書館 本館までお電話でお申し込みください。窓口でのお申
し込みは各分館でも承ります。また、席に空きがある場合に限り、当日
受付も可能です。

図書館で楽しいお話しを聞いて、寒さを吹き飛ばしちゃおう！
子どもはもちろん、大人の方もご一緒に、楽しい冬のひとときをお過ごしください。

☆金子分館
11/27（土）14:00～15:00
ところ 金子公民館２階会議室
定 員 先着60人（無料）
内 容 読み聞かせボランティアグループ＜茶の花＞による、パネルシアター
「ついでにペロリ」,カップシアター「ブレーメンの音楽隊」 大型紙芝居など
☆西武分館
12/4（土）14:00～15:00
ところ 図書館西武分館２階会議室Ａ・Ｂ
定 員 先着90人（無料）
内 容 読み聞かせボランティアグループ＜かざぐるま＞による、ロール絵本「つきのぼうや」
など
☆図書館本館 12/11（土）14:00～15:00
ところ 産業文化センターＢ棟２階研修室Ａ・Ｂ
定 員 先着80人（無料）
内 容 読み聞かせボランティアグループ＜どんぐり＞による、大型紙芝居
「サナのあかいセーター」やパネルシアター・手遊び・わらべうたなど
☆藤沢分館
12/18（土）14:00～15:00
ところ 藤沢公民館２階洋室Ｃ・Ｄ
定 員 先着100人（無料）
内 容 読み聞かせボランティアグループ＜トトロ＞による、ブラックパネルシアター
「おつきさまってどんなあじ」や大型絵本の読み聞かせなど
※詳しい内容については、へお問い合わせください。

これまで読んだ本の中で、ぜひ他の方にも読んでほしい！というとっておきの 1 冊を、利用者の皆様に紹介していただ
きました。読書の秋ということで、本選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
※所蔵がないものに関してもリクエストカードにて受付可能です。詳しくはカウンターまで。

『モンス－ンあるいは白いトラ』

『ハリ－ポッタ－と死の秘宝』

クラウス・コルドン・著 理論社刊
（Y 943/943 ｺﾙﾄﾞ）

Ｊ．Ｋ．ロ－リング著 静山社
（933ﾛｰﾘ/933.7ﾛｰﾘ）
１巻から６巻までの真実がこの７巻ですべてあ
かされていくという楽しみ､面白味と共に味わえる｡
ボルテモ－トとハリ－の最後の壮絶な戦いを実際
に肌身で体感しているような気持ちになりました｡
それからの１０年後がどうなっているかが分かり
ましたが､その後､ハリ－の子供がどうなったのか
がとても気になります｡
また､この本では､勇気がなければ何もできない
ということが分かりました｡ （佐々木爽名さん）

ずい分昔のインドの現状を書いた本ですが、今の
インドにおいてもあまり変わりがないように思い
ます。日本という幸せな国(今はまだ）に育ってい
る少年少女に他の国の現状を知ってもらうには
打って付けの本です。
クラウス・コルドンの「ベルリン１９１９」
「ベルリン１９３３」「ベルリン１９４５」も大
戦に至る日本との違いがわかりおすすめです｡
（野口さえ子さん）

○所蔵館・・・本館・西武・金子・藤沢
○所蔵館

・・・本館・西武・金子・藤沢

『からからからが』
高田桂子・著 木曽秀夫・画 文研出版刊
（E ﾌ9）

『暮らしの便利ノート』 双葉社刊（590.4 ｸ）
日々の暮らしの中でとても役立つことが、１５
００以上もつまっています。ウラワザとかもけっ
こうあって、とても充実した本です。
家事をしている人だけでなく、男性や子どもの
人にも向いていると思います。 （小川晶久さ
ん）

絵本ではありますが、ユ－モアあふれる作品です。
子供も大人も楽しめる作品ですので、ぜひとも読
んでみて下さい。昔話とは一味違う、楽しくも少
しこわい物語です。ぬさばあさま程のキャラが立
つのもめずらしい。
読んだこともある人でも、また読んでみると違う
楽しさに出会えます。
（匿
名）

☆他にもこんな作品を紹介していただきました☆
・『おおきな木」シルバスタイン著（絵本）
・『若草物語』オルコット著

・『空想科学読本シリーズ』柳田理科雄著

・『モチモチの木』斎藤隆介著（絵本）

・『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』岩崎夏海著
・『告白』湊かなえ著

・『ピトゥスの動物園』スリバス著

・『クロイヌ家具店』大海あかし著

・『堕落論』坂口安吾著

・『ぼくら！花中探偵クラブ』田島みるく著

・『モモ』エンデ著
・『はてしない物語』エンデ著

・『心霊探偵八雲』神永学著

多数のご紹介をいただきありがとうございます！誌面の都合上、すべての紹介文を掲載
することができず申し訳ありません。（今回載せられなかったものは、「広報いるま」で
の掲載予定もあります。）
引き続き「わたしのおすすめの一冊」の原稿を募集しておりますのでどんどんご紹介
ください！（12/26まで）

おとなのための利用教室を開催しました!
図書館をより身近に感じていただき、効率的な活用をしていただくために、おとなのための図
書館利用教室を8/25（水）・9/4（土）・9/30（木）に開催しました。（市内小学校２年生対
象の利用教室・３年生対象の図書館見学は毎年行われています！）
参加者の方には図書館について基礎知識の講義を受けていただき、普段は入れない書庫などの
バックヤード見学、調べ物に役立つ「調べ方教室」などを実際に体験していただきました。

・図書館本館は狭いと思っていましたが、その裏側を見学して、その膨大な資料
と広さにビックリしました。
・初めての講座でしたが、図書館の仕事内容を新たに知ることができて良かった
です。
・特に調べかた教室を楽しみにしていて、設問がおもしろくとても良かったです。

参加者の
方々の声

資料の調べ方
教室

バックヤード
見学

↓↓
問題

実際に調べていただきました！

↓↓

坂本龍馬が暗殺された場所と、それはいつ？

この場合、日本の歴史上の人物であることが明らかなので、歴史や人物に関する事典類がな
いかを探してみる。
・『コンサイス日本人名事典』三省堂刊（参考室 281.03コ）
・『国史大辞典』吉川弘文館刊（参考室 210.03コ）
場所：京都近江屋

回答

以上で回答可能

いつ：慶應３年（１８６７年）１１月１５日

※調べたいものが何であるか全く分からないときは？
まずは百科事典や国語辞典を引いてみて、それが何であるのか、分野を特定してから、その
分野の専門事典や関連図書がないかどうかを調べる。
・『世界大百科事典』平凡社刊（参考室
・『日本国語大辞典』小学館刊（参考室

031 セ）
813 ニ）

図書館にある
資料で
調べられるよ！

☆他にはこんな出題も・・・チャレンジしてみませんか？

・なるべく新しい陸上競技の世界記録・日本記録が知りたい。
・東京タワーができたときの新聞記事が読みたい。 など

キャンペーン
のお知らせ

応募券

１０

※図書館によって所蔵してい
る資料が違うので調べ方が変
わることがあります

入間市立図書館では、７月号を初めとして年４回（４月・７月・１０
月・１月）、『図書館だより』を発行します。左下にある応募券を切り
取って、前回の７月号の台紙に貼り付け、４枚全て揃ったら、図書館カウ
ンターへお持ちください。粗品を進呈いたします。（品物は雑誌等の図書
資料として提供できなかった付録などになります）
※多数の皆様の応募があった場合は抽選とさせていただきます。なお、抽
選結果は発送をもって代えさせていただきます。
※お一人様１回限りのご応募とさせていただきます。

