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夏のイベント情報
「あれこれブックガイド」
小学生を対象に、図書館がおすすめする本を掲載

本館「夏休みプチ１日図書館員」

した「あれこれブックガイド」を配布します。

夏休みに図書館の仕事を体験してみませんか？

また、掲載した本を、本館および各分館等で特集
し、貸出しします。夏休みに読んでみましょう！
とき：７月上旬～
配布場所：市内各小学校を通じて、児童に配布お
よび本館、分館、移動図書館やまばと
号、宮寺配本所
本の展示場所：本館、分館、移動図書館やまばと
号、宮寺配本所

とき：７月 23 日（火）
、24 日（水）
８月 １日（木）
、 ２日（金）
午前の部：10:00～12:00
午後の部：14:00～16:00
対象：市内在住の小・中学生
定員：各回先着 12 名
参加費：無料
申込：７月９日（火）9:00 から図書館本館
（電話不可）

本館「夏休み子ども文章のつづり方教室」
（入間市商工観光課、社会教育課共催）
バスで市内見学をしたあと、体験したことを作文
に書いて、文章を書く力を養います。また、その作
文を「文芸入間」に発表します。入間市出身のノン

西武分館「ウィークエンド・シネマ」
とき・内容
☆7 月 6 日（土）
・ジェーン・エア
（1940 年、96 分）

フィクション作家の神山典士さんが指導してくれ

☆7 月 20 日（土）
・宝島 （1950 年、96 分）

ます！
とき：８月６日（火）9:30～15:00（予定）

☆7 月 27 日（土）
・愛馬トリッガー/ソング・オ
ブ・テキサス＜２本立て＞

７日（水）
、８日（木）、２２日（木）
9:30～11:30
ところ：市教育センター他
対象：小学生
定員：１５名

（1946/1943 年、78 分/53 分）
＊３月２日（土）に上映できなかった作品の
再上映
☆8 月 3 日（土）
・西部地獄街/ダイナマイト・ラ
イダー ＜２本立て＞

参加費：1,000 円（保険料等）
申込：７月１０日（水）から市商工観光課（電話可）

（1937 年、55 分/56 分）
☆8 月 17 日（土）
・悪役パパ（1993 年、96 分）
☆9 月 7 日（土）
・我等の仲間

本館「不要本の販売」
寄贈していただいた本の中で、残念ながら図書館

（1936 年、104 分）
☆9 月 21 日（土）・シマロン
（1931 年、124 分）

では利用できなかったものを、低価格で販売しま
す。
（売り上げは、市の予算になります。
）

※時間はいずれも 14：00 から

とき：９月７日（土）10:00～17:00

対象：一般

８日（日）10:00～16:00
ところ：産業文化センターA 棟２階第２集会室

定員：先着 120 名（申込不要）
参加費：無料
裏面もごらんください

西武分館「子どもえいが会」

金子分館「夏のおたのしみ会」

とき：7 月 15 日（月・祝）10:30～11:45

とき：8 月 3 日（土）10:30〜11:30

対象：幼児から小学生までと保護者

ところ：金子公民館

内容：アニメ「ドナルドダック

対象：幼児から大人まで

三人の騎士」

定員：先着 120 名（申込不要）

内容：読み聞かせボランティアグループ「茶の花」

参加費：無料

による絵本や紙芝居の読み聞かせ、パネル
シアター、ペープサート他

西武分館「ちょっとこわーいおはなし会」
とき：7 月 27 日（土）10:30～11:00
ところ

西武分館 1 階

おはなしかいのへや

対象：幼児から小学生までと保護者

定員：先着 60 名（申込不要）
参加費：無料

金子分館「一日図書館員」
とき：8 月 15 日（木）
・17 日（土）

内容：ちょっとこわいおはなしを、絵本や紙芝居、
ペープサートで楽しみます。
定員：先着 30 名（申込不要）
参加費

14:00〜16:00
対象：市内在住の小・中学生
内容：カウンターでの貸出、返却や資料の排架な

無料

ど

西武分館「一日図書館員」

定員：各回先着 3 名

とき：7 月 28 日（日）

参加費：無料

1 回目：10:00～12:00

申込：8 月 6 日（火）から金子分館（電話可）

2 回目：14:00～16:00
ところ：西武分館
対象：市内在住の小学 1～3 年生
（保護者同伴可）

金子分館「夏休み子どもえいが会」
（金子公民館共催）

内容：図書館のお仕事体験です。2 回とも同じ内
容で行います。

とき：8 月 23 日（金）10:00〜11:30
ところ：金子公民館

定員：各回先着 6 名

対象：幼児から大人まで

参加費：無料

内容：「ダンボ（アニメ名作シリーズ）」

申込：7 月 7 日（日）から西武分館（電話可）

定員

西武分館「子どもえいが会」

>

とき：8 月 12 日（月・休）10:30～11:20
ところ：西武分館 2 階

視聴覚室

対象：幼児から小学生までと保護者
内容：アニメ「日本のおとぎ話」
こぶとりじいさん/さるかにがっせん/
うしわかまる/海ひこ山ひこ
定員：先着 120 名（申込不要）

先着 170 名（申込不要）

古典にふれてみよう」
>藤沢分館「古典朗読会
参加費 無料（申込み不要）
サークル「古典の会」による朗読会です。

声に出してご一緒に古典の響きを楽しみません
か？
とき：7 月 14 日（日）
・8 月 11 日（日・祝）
9 月 8 日（日）
各回

14:00～15:00

参加費：無料

対象：一般

西武分館「夏休み工作会」

内容：
「竹取物語」「太閤記」など（予定）
※変更する場合があります
定員：各回 10 名程度（申込不要）
参加費：無料

とき：8 月 17 日（土）14:00～16:00
ところ：西武分館 2 階 会議室
対象：幼児から小学 3 年生まで
（保護者同伴可）
内容：牛乳パックを使って、からくり貯金箱をつ
くります。
定員：先着 10 名
参加費：無料
申込：8 月 7 日（水）から西武分館
（電話可）

藤沢分館「夏のおたのしみ会」
とき：7 月 27 日（土）11:00～12:30
ところ：藤沢公民館 2 階

洋室 C・D

対象：乳幼児から小学生まで
内容：大型絵本、パネルシアター、手遊び
演奏など
定員：先着 80 名（申込不要）
参加費：無料
協力：読み聞かせボランティア「トトロ」他

楽器

藤沢分館「こわいおはなし会」

～図書館クイズ～

とき：8 月 17 日（土）

図書館だよりにもたくさ～ん登場している
15:30～16:15

（おおきい子どもむけの回には保護者は入

このブタさんの名前は、なんというでしょうか？！
① いるティー
② とんちゃん

れません）
ところ：藤沢公民館 2 階

洋室 C・D

③ テオ

対象：幼児から小学生

入間市立図書館の
キャラクター
だよ！

こたえ②

14:30～15:00

おおきい子どもむけ

①は、入間市マス
コット キャラク
ター
③は、入間市観光
大使の名前です。

ちいさい子どもむけ

内容：大型絵本、パネルシアター等
定員：各回先着 80 名（申込不要）
参加費：無料

読み聞かせボランティアグループの広場
図書館で活動している、読み聞かせボランティアグループのどんぐり（本館）
・かざぐるま（西武分館）
・
まどか

おはなし 円 （西武分館）
・茶の花（金子分館）
・トトロ（藤沢分館）です。各グループより、最新情報を
お届けします。
どんぐり

6 月、図書館本館の松下さんの新刊紹介をしました。すこしでもプラスになるように、読み聞

かせに役立てたいと思います。「冬のおたのしみ会」の新作も進行中です！ファイト！！
かざぐるま 「春のおたのしみ会」では、花々でいっぱいの絵本、楽しく春が感じられる科学絵本等、来
てくださった皆様と充分に楽しんだ会となりました。今は、通常の読み聞かせを心を込めて、毎回取り
組んでいるところです。
まどか

おはなし 円 西武分館で毎月第一土曜日

10:30 からおはなし会をしています。絵本とはひと味ちがっ

・ ・ ・ ・

たおはなしです。ぜひ、聞きにきてください。語ってみたい方も大歓迎です。
茶の花 「夏のおたのしみ会」では、大型絵本・紙しばいの他に今年も「ぺんぎんたいそう」
・手遊び「森
のきつつきさん」をします。8 月 3 日（土）来てみてね。
トトロ 「冬のおたのしみ会」で皆さんに差し上げるプレゼントが出来上がり、
「夏のおたのしみ会」の
練習をしています。夏は、生演奏の予定あり。お楽しみに！！

法情報総合データベースの閲覧を開始しました！（本館）
６月１日から、図書館本館で第一法規 法情報総合データベース「Ｄ1－Law.Com」の閲覧サ
ービスを開始しました。「Ｄ1－Law.Com」は、憲法から告示まで3万1千件余の法令、約22
万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情報、また、幅広い収録対象誌から収集した約
64万5千件の文献情報等の法情報を登載したデータベースです。
利用は無料です。（時間制限あり。）利用する場合は、利用申込書に記入し、カウンターまで
お持ちください。（印刷は有料です。資料複写申込書に必要事項を記入し、カウンターまでお
持ちください。）

防災訓練に伴う図書館「金子分館・藤沢分館」の開館時間変更について
第４１回入間市防災訓練（８月１８日（日）実施予定）に伴い、図書館開館時間を
次のとおり変更します。ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
８月１８日（日）開館時間（金子分館・藤沢分館）１１：００～１７：００
※防災訓練が中止の場合は、通常どおり開館します。（９：００～１７：００）

大人のためのＢｏｏｋガイド
『鳥居大図鑑』 藤本頼生/編著 グラフィックス社 《175.5/フ》
この本には、全国の特徴的な鳥居が載っています。
国内最大の 30ｍ以上ある鳥居や、鳥居だけがぽつんとある場所。また、陶器でできた鳥居や、台座から浮いてい
る鳥居などが載っています。さらに、鳥居の種類や、その歴史などの豆知識を知ることもできます。
この本で、鳥居の世界をもっとのぞいてみませんか。

『復興から自立への「ものづくり」』

飛田恵美子/著

小学館

《509.212/ヒ》

東日本大震災によって、すべてを失いながらも、被災地からの復興をテーマに現地の人々の手で作り続けられて
いるモノづくりのプロジェクトを紹介しています。「しまくー」と名付けられたクマのぬいぐるみは、会津の伝統
工芸品である素朴な縞模様の会津木綿を使って作られました。
復興から始まったものづくりが、やがて、高齢者の生きがいや居場所づくり、伝統文化の再生にもつながり、産
業のない町での新たな仕事づくりへと発展していきました。収入や生きがい、仲間や居場所を見つけたことで、
いかに立ち上がっていったのかを、２１のストーリーを選んで紹介しています。震災から８年が経過した今もな
お、被災地で生きる人たちの挑戦は続いています。

『旅行者の朝食』

米原万里/著

文藝春秋

《914.6/ヨネハ》

ロシア語の通訳者として活躍された米原万里さんの食に纏わるエッセイ。食のみならず、ロシアの人々の暮らし、
文化、歴史、政治なども垣間見ることができます。
冒頭の「レダの卵」、表題の「旅行者の朝食」の正体、チョウザメの開腹手術など、教養と笑いに満ち溢れた数々
の話はまるで小噺。気になる食べ物もたくさん出てきます。万里さんの飽くことのない美味しいものへの情熱には
脱帽です。
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2019 年 ４ 月 から６ 月 までに 入 間市立図書館に 入 った子どもの 本 の 紹 介 です。
『あそびうたするもの このゆびとまれ』・
『あそびうたするもの
なかわき は つ え

＜原稿＞

へん

が

中脇初枝/編
おとな

こ

よっといで』

ふくいんかん しょてん

ひろせべに/画 福音館書店 《ふ 1》

たの

かずかず

小鳥の鳴き声には繁殖にかかわる「さえずり」
（歌）と、本能的に出る単純な声「地鳴き」
（ふだんの声）がある
大人も子どもも楽しめる数々
のあそびうた。
おも

くち

そうです。冬の間は「チャッ、チャッ」という地鳴きだけのウグイスは日長の変化が内分泌系に作用して、春の
♪あーがりめ さーがりめ ぐるっと まわって にゃんこのめ など、思わず口さんで
の

訪れを告げる鳴き声「ホーホケキョ」に変化するそうです。
しまうあそびうたが、たくさん載っています。
おとな

こ

しんせん

たの

鳥のなわばりや、恋愛（繁殖）事情にも深く関わっている鳴き声の興味深い世界を知ることができます。これか
大人にはなつかしい、子どもには新鮮なあそびうたをみんなでいっしょに楽しみましょう！
らは早朝の散歩や朝の通勤途中などに聞こえる鳥の鳴き声（会話）にも耳を澄ましてみませんか？
『イワシ むれでいきるさかな』
おおかたただ あき

ちょ

大片忠明/著
うみ

なか

うご

ふくいんかん しょてん

福音館書店 《ふ 1》
おお

む

海の中を動いている大きなかたまり！イワシの群れです。
む

こうどう

ほか

さかな

た

にんげん

つか

イワシは、群れで行動しますが、他の 魚 に食べられたり、人間に捕まったりしてしまうので、
い

の

いちぶ

ち え

い

きび

しぜん

い

生き延びることができるイワシはごく一部です。それでも、知恵を生かし、厳しい自然を生き
ぬ

抜くイワシ。
せいたい

し

かがくえほん

よ

き

イワシの生態を知ることができる科学絵本。読み聞かせにもぴったりです。
ものがたり

『物 語

つき

たくさんのお月さま』
ちょ

が

やく

ジェームズ・サーバー/著 ルイス・スロボドキン/画 なかがわちひろ/訳
と く ま しょてん

徳間書店 《サーバ》
つき

ひめ

おうさま

けらい

ねが

ち え

しぼ

お月さまがほしいというレノア姫。王様や家来たちは、願いをかなえてあげたいと知恵を絞りますが、
つき

お月さまって、どうやってつかまえたらいいのでしょうか？
ねん

もっと
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しょう

じゅしょう
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1944年にアメリカで 最 も威厳のあるコルデコット 賞 を受 賞 した作品。以前は、横書きの絵本とし
しゅっぱん

たてが

ものがたり

て 出 版 されていましたが、このたび、縦書きの 物 語 としてよみがえりました。

