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（児童向け企画）
読書週間（１０月２７日～１１月９日）にちなみ、小学生を対象として「チャレンジ！読書ラリー」
を開催します！図書館が選んだ本を読み進めて、チャレンジ達成を目指しましょう。
読書の秋、本を読むのに良い季節です。この機会に図書館おすすめの本をまとめて読んで
みませんか？普段本を読まないお子様にもどうぞ。

実施期間 平成 24 年 10 月 27 日（土）～平成 25 年 1 月 30 日（水）
対

象

小学生以下

☆参加方法☆

① ４つのテーマ（下記参照）から選んで、記録用紙を受け取ってください。
※用紙は１０月２７日より配布開始します。
② 記録用紙に掲載されている本を読んだら、所定の欄に感想などを書きこんでいきましょう。
（５冊分）
③ ５冊すべて書き込めたらチャレンジ達成です！用紙を図書館カウンターへお持ちください。
記念品としてとんちゃんカレンダーを差し上げます！
カレンダーは４テーマそれぞれ別の絵柄でご用意しています。
ぜひいろいろなテーマにチャレンジしてみてください！

「ふしぎ？はっけん！かがくの本」

「わたしのたからもの…かぞくの本」

テーマごとに「１・２年生むけ」
、
「３・４年生むけ」
、
「５・６年
生むけ」をそれぞれご用意して
いますので、年齢や学年に合わ
せてコースを選べます！

「おいしいものいっぱい！たべものの本」
「こんな話しっている？日本と外国の昔話」

市民の皆様へ、入間市立図書館のあるべき姿や方向性を示すため、
「入間市立図書館基本計画」

を策定いたしました。計画期間は、平成 24 年度から平成 28 年度までの
５年間です。
計画は、図書館全館で所蔵し、市公式ホームページ及び入間市立図書館
ホームページ上にて公開しますのでご覧ください。

☆リサイクル本のご提供☆
毎年ご好評をいただいている、リサイクル本の
無償配布を今年も行います！
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。

☆ウィークエンドシネマ☆
場所 ２階視聴覚室（定員１２０名）
時間 １４：００～
◆１０月６日（土） 「アラバマ物語」
（米）
字幕スーパー/白黒／１２９分
◆１０月２０日（土） 「麦秋」（日）
日本語/白黒／１２４分

●万燈まつり●
１０月２７日（土）１３：３０ ～ １６：００
１０月２８日（日） ９：３０ ～ １６：３０
●生涯学習フェスティバル●
１２月 ２日（日）
場所：図書館本館入り口前テント
問い合わせ：入間市立図書館本館

◆１１月１０日（土） 「或る夜の出来事」
（米）
字幕スーパー/白黒／１０４分
◆１１月１７日（土） 「サボタージュ」（英）
字幕スーパー/白黒／７６分
◆１２月８日（土） 「すべての道はローマへ」
（仏）
字幕スーパー/白黒／９０分
◆１２月１５日（土） 「花咲ける騎士道」
（仏）
字幕スーパー/白黒／１００分

☆冬のおたのしみ会☆
日時 １２月８日（土）１４：００～
場所 産業文化センターB 棟 研修室Ａ・Ｂ

（定員８０名）

☆冬のおたのしみ会☆
日時 １２月１日（土）１４：００～
場所 ２階 会議室Ａ・Ｂ（定員９０名）
出し物

出し物
◆仕掛け大型絵本「わたしのワンピース」
◆パネルシアター
「５人のサンタのクリスマスプレゼント」など
協力：読み聞かせボランティアグループ
「どんぐり」

◆パネルシアター「うしかたやまんば」他
協力：読み聞かせボランティアグループ
「かざぐるま」

☆冬休み子ども映画会☆
日時 １２月２２日（土）

１０：３０～

場所 ２階視聴覚室（定員１２０名）

☆子ども映画会☆
日時 １１月１７日（土）

１０：００～

場所 藤沢公民館１階 大会議室（定員１９０名）

「ミッキーマウス２

ミッキーの芝居見物 ほか」
（５５分）
※駐車場が狭いので、公共交通機関をご利用のうえご
来館ください。

「ミッキーマウス２
ミッキーの芝居見物 ほか」
（５５分）

☆冬のおたのしみ会☆
日時 １２月１５日（土）１４：００～
場所 藤沢公民館２階 洋室Ｃ・Ｄ（定員９０名）
出し物

◆超大型紙芝居「プレゼントはなあに」
◆重ね絵「コートのはなし」

☆冬のおたのしみ会☆
日時 １１月２４日（土）１４：００～
場所 金子公民館２階会議室（定員６０名）
出し物
◆錯覚マジック「ふしぎがいっぱい」他
◆おはなし手品「ふしぎなへや」
にってんげってん

◆ペープサート「日天月天」 など
協力：読み聞かせボランティアグループ「茶の花」

パネルシアター「カレーライス」 など
協力：読み聞かせボランティアグループ「トトロ」

すべて入場無料・予約不要です。
お気軽にお越しください！





今借りている資料を、もう一度借り直ししたいけど、図書館へ行く時間がない……。
今日で返却期限が切れちゃう！今日中には行けないのにどうしよう……。
図書館へ来たのに返却する本を忘れてきちゃった！もうすぐ期限が切れちゃうのに……。

図書館へ出向かなくても、ご自宅や出先から、電話やインターネットを利用して、
図書館資料の「貸出期限延長処理」ができます。
※ ただし、貸出後１週間が経過し、かつ次に予約者がいない場合に限ります。
また、返却期限を過ぎてしまうと処理ができなくなります。
※ 延長期間は、処理を行った日より１４日間です。
※ 「貸出期限延長処理」により延長した資料を、さらに引き続き借りたい場合には、一度ご来館
いただき、カウンターにて一度返却のうえ、再貸出しの手続きを行ってください。

方法１．パソコン等からインターネットを利用して手続きを行う
※事前にパスワードの発行が必要になります。身分証をお持ちの上、図書館カウンター
へお越しください。
① 入間市立図書館のホームページへアクセスする（http://lib.city.iruma.saitama.jp/_index.html）
② トップページ左上方の入力欄に、
「利用券ＩＤ（利用券番号）」
「パスワード」を入力し、
ログインボタンをクリックする。
③ 貸出情報が表示され、延長可能な資料については「延長する」ボタンが表示されるので、クリッ

クする→次画面にて「更新する」ボタンをクリックして完了
＜携帯電話からご利用の方はこちら＞
① 入間市立図書館モバイルサイトへアクセスする。
（http://lib.city.iruma.saitama.jp/k/?）
② 「利用者のページ」をクリック→「利用券番号」
「パスワード」を入力して「送信」
③ 貸出一覧から延長したい資料を選んで「再貸出」をクリック→「確認」をクリック⇒完了

方法２．図書館へ電話し、職員が手続きを行う
図書館の代表番号に電話をかけ、貸出延長したい旨を伝えてください。
※利用券番号を伺いますので、カードをお手元にご用意いただくと、手続がスムーズです。
（わからなくても、手続きできます。）

番号は、利用券（利用者カード）の裏面に記載されています。全館で受付可能です。

方法３．図書館情報ボックスを利用する※２４時間利用できます。
① 利用券（利用者カード）を用意する。
（利用券の裏面に記載されている番号が必要になります）
② 図書館情報ボックス＜２４時間自動応答システム＞（電話 04-2901-1231）へ電話する。
③ 「１．予約情報・貸出情報」を選択し、その後は音声案内に従い、資料毎に、それぞれ延長処理
手続きを行います。

（予約ありの資料のみ）
９月２９日より、予約者がいる資料を延滞された方には、メールによる
「督促」の連絡を開始いたします。
なお、メールアドレスを登録されていない方へは、従来どおり、電話にて
「督促」の連絡をさせていただきます。

Vol.2

全館で 55 万冊の所蔵がある入間市立図書館。
統計上、一度も貸し出されたことのない本も存在しますが、その中には、魅力的な作品
も数多く埋もれています。
前回の特集で紹介した図書は、さっそく貸出になり、予約まで入ったほどです。ご利用
ありがとうございました！
今回は、なかなかスポットが当たらなくとも、「イザ」という時、調べものに役立つ、
参考図書にもスポットを当ててみました。

「白書の白書 ２０１１年版 」／ 木本書店編集部《ラベル
/》

R 317/ﾊ

現在、日本では多くの、民間白書、政府白書が発行されています。この

「白書の白書」は政府白書４１種類の中から、各白書の基礎データを収録
しているものです。収録白書を抜粋して紹介します。
●原子力安全白書

原子力施設の事象（事故）の国際評価尺度表

●国土交通白書

東日本大震災における地域別、最大の津波の高さ

●こども・若者白書

いじめの認知（発生）件数の推移

●防災白書

東日本大震災 避難区域人口約 78,000 人
計画的避難区域 10,000 人

「白書の白書」及び紹介されている各白書は、毎年１回発行されています。
最新年度のものは貸出禁止のため、館内閲覧のみとなりますが、前年度以
前のものは、貸出も可能です。
白書には、インターネット上にない情報も数多くあります。
（司書奥村）

「世界名言ノート」／高間

直道著

国土社

《ラベル

児童１５９》

古今東西、いろいろな人物の名言について◆ことばの意味◆ことばの
いわれ（そのことばを述べるに至った背景など）◆考えてみれば･･･（著
者からのひとこと）という 3 項目に分けてわかりやすく解説している本

です。
名言の例として、
「良い書物を読むことは、過去のもっともすぐれた人
びとと会話をかわすようなものである／デカルト」など。素敵なことば
達に出会えるかもしれません。小学校高学年～中学生向け。
（司書国分）

キャンペーン
のお知らせ

『図書館だより』は、年４回（４月・７月・１０月・１月）発行しま
す。毎回読んでくださった皆さまに、今年度も抽選で粗品を進呈いた
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）
『図書館だより』各号の最終ページ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、図書館カウンター（本館・分館）
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へお持ちください。（２０１３年４月号発行時より受付開始）
※多数の応募があった場合は抽選とさせていただきます。抽選結果は発

貼付

送をもって代えさせていただきます。
※お一人様１枚限りのご応募とさせていただきます。

