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★いるまし「思い出のこし」プロジェクト★

図書館（本館、各分館）と博物館において、入間市に関する思い出集めを開始します。
みなさんが子どもの頃に遊んだ空き地、仕事帰りに立ち寄ったお店、なくなってしまった
公園や広場の愛称など、みなさんの心に残る「思い出」を、お寄せください。
図書館、博物館にある「入間市の思い出」記入用紙に記入し、提出してください。
お寄せいただいた「思い出」は、まとめてから公開いたします。
例）小学生の頃、現在彩の森公園の辺りにグリーンパークがあり、車輪転がしで遊んだ
※入間市博物館との共同事業です。１１月５日（土）から開始します。

★チャレンジ！読書ラリー★
１０月２７日（木）～平成２９年１月２９日（日）
「読書週間（１０月２７日～１１月９日）」のイベントとして、小学生のみなさんを対象に、
「チャレンジ！
読書ラリー」を行います。みんなで、チャレンジしよう！
①図書館員が選んだ本の中から５冊選んで読む。
②記録用紙に感想などを書いて、図書館に持っていく。
③これでチャレンジ達成です！チャレンジしてくれた全員に、すてきな記念品をプレゼント！
読書の秋、本を読むのに良い季節です。ぜひ、ご参加ください。

本館

★本を無料で差し上げます★

図書館で利用できなくなった本を、下記のイベント会場にて無料で差し上げます。読みたかった本、
絶版になった本など掘り出し物が見つかるかも！ 各自、持ち帰り用の袋をご用意ください。
※転売目的の方はお断りいたします。
●入間万燈まつり●
日時 １０月２９日（土）１３：３０～１６：００
１０月３０日（日）１９：３０～１６：００
●生涯学習フェスティバル●
日時 １２月 ４日（日）１０：３０～１５：４５
各イベント共に、図書館本館入口前テントで行います。

図書館内では、おはなし会、バル
ーンアートを行います。
10/29(土)14：00～15：00
10/30(日)11：00～12：00
14：00～15：00
12/ 4(日)11：00～12：00
14：00～15：00

臨時休館（図書館システム更新）・年末年始のため休館します
図書館システムの更新・年末年始のため、下記の期間、図書館全館を休館いたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

１２月１９日（月）～平成２９年１月４日（水）
※１２月１９日（月）～１２月２８日（水） 図書館システム更新に伴う臨時休館(月曜休館日含む)
１２月２９日（木）～平成２９年１月４日（水）

年末年始休館

リニューアルした図書館システムで、平成２９年１月５日（木）から開館いたします。

★ブックツリーを育てよう★

本館・金子分館

本を読んで、心に残ったフレーズや感想を〝読書の葉っぱ〟に書いて、図書館にある
「ブックツリー」に貼っていきます。どんどん葉っぱを増やして、
「ブックツリー」を
完成させましょう。〝読書の葉っぱ〟をお寄せくださった方には、図書館オリジナル
しおりをプレゼントします。
期間

１０月１日（土）～１１月２９日（火）

対象 児童～一般

★ウィークエンド・シネマ★

西武分館

時 間 １４：００～
場 所 西武分館 ２階 視聴覚室（定員１２０名）
◆１０月１日（土）「紳士は金髪がお好き」 ◇１０月１５日（土）「バグダッド・カフェ」
◆１１月５日（土）「アラバマ物語」
◇１１月１９日（土）「蟹工船」
◆１２月３日（土）「明日を夢見て」
◇１２月１７日（土）「巴里のアメリカ人」
※都合により変更または、中止になる場合があります。

★人形劇「ぶんぶくちゃがま」★
人形劇団「やまいも」による楽しい人形劇です。今年は、みなさまご存じの
むかしばなし「ぶんぶくちゃがま」を西武分館で上演します。申し込みはいり
ません。たくさんの参加を待っています。
日時 １１月１２日（土）１４：００～１５：００（開場は１３：３０から）
会場 西武分館 2 階会議室
対象 子どもとその保護者先着８０名 入場無料
※西武分館は駐車場が狭いため、車でのご来場はご遠慮ください。

★一日図書館員★
図書館員の仕事を体験してみませんか。
日時 １１月２０日（日） ①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００
１１月２７日（日） ①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００
対象 市内在住の小・中学生
各回先着 6 名
申込 １１月５日（土）９：００から西武分館（電話可）

★第３０回おとなのための朗読会★
日時
演目
定員

１１月２３日（水）１３：３０～ 内容 朗読の会「小函」による朗読
宮部みゆき「器量のぞみ」ほか
先着１２０人
参加費 無料
申込み 不要

※西武分館で第３土曜日に行っていたストーリーテリングは、１０月から第１土曜日になります。
西武分館おはなし会：毎週水曜日、土曜日 11:00～11:30（第１土曜日はｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ）
ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ:「絵本を見ずに、子どもの反応を見ながら覚えた物語を聞かせること」です。

金子分館

★はじめてのタブレット型ＰＣ体験会★

日時 １０月１５日（土）１４：００～１５：３０
場所 金子公民館
対象 一般（中学生以上）
内容 基本操作からインターネットの接続、図書館ホームページの資料検索の方法などを学びます。
定員 先着15人
参加費 無料
※タブレットはこちらでご用意いたします
申込み １０月４日（火）９：００から金子分館（電話可）

★金子地区文化祭おはなし会スペシャル★
日時
内容
定員

１１月５日（土） １１：００～１２：００
絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び、木の実の簡単工作など
先着３０人
対象 幼児から小学生
参加費 無料 申込不要

藤沢分館

★ぬいぐるみお泊り会～ぬいぐるみに夜の図書館を体験させよう★

日時

１０月１５日（土）１１：００～１１：３０

内容

ぬいぐるみ同伴のおはなし会を行い、終了後預かって夜の図書館で写真撮影します。

お迎え時にお泊り証明書と写真をお渡しします。ぬいぐるみがお気に入りの本も紹介します。
対象

小学生まで

定員

先着１５人

参加費 無料

申込

１０月４日（火）９：００から藤沢分館（電話可）

★ストレスフリーな育児を目指して★
日時

１１月１２日（土）午前１１時から

場所 藤沢公民館

内容

カウンセラーを招き、子育てのストレス解消のお話を中心にストレス解消の呼吸
法や簡単なストレッチを行い、育児関連の本を紹介します。

対象

乳幼児（0～3 歳）とその保護者

定員 先着１０組

申込

１０月２５日（火）９：００から藤沢分館（電話可）

参加費 無料

パブリックコメントを実施します
「第２次入間市立図書館基本計画（原案）
」について、皆さんの意見をお寄せください。
公表期間 １１月１日（火）～１１月３０日（水）
閲覧場所 企画課、市役所市政情報ｺｰﾅｰ、市民活動ｾﾝﾀｰ、各公民館、図書館本館・西武分館、市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
※提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を市公式ホームページで公表する予定です。

こんな本知ってる？

大人のためのＢｏｏｋガイド
～所蔵５５万冊の中から、あなたに合った良書を見つけ出そう！～

『世界でいちばん素敵な夜空の教室』 日本星景写真協会／写真 森山晋平／著 三才ブックス《440／セ》
私たちが毎日、目にしている夜空。この本にはＱ＆Ａ形式で、夜空に関するさまざまな話が写真とともに紹介さ
れています。
たとえば、
「天の川」について。天の川といえば夏の夜空の代名詞ですが、実は冬にも
見えるそうです。しかし、天の川は冬に話題になることはあまりありません。
それはなぜなのか。その理由とともに、
「冬の天の川」の見どころが紹介されています。
他にも「天の川」が英語で「Milky Way」と呼ばれる由来や、
「銀河系と太陽系は何が違うのか」、
「なぜ、星は
きらきらして見えるのか」などなど……この本を読むと、普段何気なく見上げている夜空には、まだまだ知らない
ことがたくさんあるのだな、と気づかされます。
解説とともに紹介されている写真も、見ているだけで楽しくなってくる美しさ。日本、世界から厳選した星空観
光スポットも紹介されています。これからの季節、夜空を見上げることが楽しくなる 1 冊です。
『バイエルの謎 日本文化になったピアノ教則本』 安田 寛／著 新潮社 《763.2／ヤ》
「バイエル」は初心者のためのピアノ教則本として、明治以来 100 年以上、日本人の音
楽教育を支えてきました。今や知らない人はいないといってもいいでしょう。しかし、なぜ
バイエルは日本に持ち込まれ、こんなにも広がったのか？ なぜ有名なはずのバイエルの構
成は教則本としてどこかいびつなのか？ そもそもバイエルとはどんな人物？音楽辞典を開
いても分からないことばかり。
そこで著者は、各国のオリジナル初版を手がかりに、そのルーツを探す旅に出ました。そうして数々の驚きの新
事実と出会うこととなるのです・・
『パラリンピックの楽しみ方』 藤田紀昭／著 小学館 《780.69／フ》
すべての国民がスポーツに親しみ、スポーツを通じてより良く生きることのできる共生社会
を実現することがパラリンピックの究極の目標です。
1964 年東京パラリンピック開催までの道のりや、これまでの歴史や問題点、過去の大会での
様々なエピソード、競技に使われる用具の進化や記録の変遷など、障害者スポーツをとりまく環境や、２０２０年
東京パラリンピックの展望まで、知られざるパラリンピックの世界へご案内します。

★冬のおたのしみ会★
本館

日時
会場

１２月１７日（土）１４：００～ 大型絵本読み聞かせ他
産業文化センター 先着８０人 協力 どんぐり

西武分館

日時
会場

１１月２６日（土）１４：００～ パネルシアター他
西武分館会議室
先着６０人 協力 かざぐるま

金子分館

日時
会場

１１月２６日（土）１４：００～ パネルシアター他
金子公民館
先着６０人 協力 茶の花

日時 １２月 ３日（土）１４：００～ ブラックパネルシアター他
会場 藤沢公民館
先着８０人 協力 トトロ
※いずれも参加費無料です。各館の読み聞かせボランティアの協力で実施します。
藤沢分館
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関わりのあるものをテーマに本を 紹 介 します。今回は、入間市特産品の狭山茶と、シイタケの本です。
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シイタケは日本を 代 表 するキノコのひとつ。江戸時代には栽培が 行 われていたそうです。
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林 の中などで育てられているため、あまり見たことがないかもしれません。
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からだのことやその 一 生 、また干しシイタケのおいしさのひみつなど、 私 たちには知らなかったことが
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いっぱい。自分で育てる方法や、お料理のつくり方ものっています。
毎号読んでくださった皆様に粗品を進呈します。
（品物は雑誌等の付録です。
）
ご希望の方は『図書館だより』各号の最終ページにある応募券を切り取り、平成２８年７月号の
台紙に貼り、来年、１月に図書館カウンター（本館・分館）へお持ちください。応募多数の場合

応募券

には、抽選とさせていただきます。当選された方には別途通知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。
※小学生未満のお子様名義によるご応募は受け付け出来ません。
※いただいた個人情報はこのキャンペーンのみに利用し、他の目的には一切利用しません。

今年度に限り１月まで３回集めての応募となります。

