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図書館だより１月号は、新型コロナウイルス感染症対策によるイベントの中止などで記事の内容
に大きく変更があったため、今年度は３月号として発行しております。

入間市立図書館では毎年３月に蔵書点検を行っており、
蔵書点検期間として長めにお休みをいただいております。
蔵書点検とは、図書館の蔵書がきちんと館内にあるか、
決められた正しい並び順で並んでいるか、などを確認し、
誤った場所に置かれた資料を正しい位置へ移す作業です。
この作業によって、違う棚に戻されてしまって見つけら
れなくなっていた資料を発見したり、間違った並び順にな
っている資料をきちんと整理することができます。
館内の清掃や、本の修繕なども行います。
蔵書点検では、図書館本館だけでなく、各分館や配本所、
移動図書館にある全ての資料（本や雑誌、CD や DVD な
ど）のバーコードを１点ずつ専用のスキャナーで読み取っ
て、所蔵データと照らし合わせて確認作業を行います。
大きな本を運んだり、棚の上へ手をのばしたり、かがん
だりするため、この時期の職員は筋肉痛に悩まされます。

お休み中はご不便をおかけいたしますが、利用者の皆様
へお求めの資料を迅速に提供するために、必要な作業と
雑誌の確認のため棚から出して並べています

なりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

蔵書点検に伴う休館のお知らせ
図書館の全資料を点検するため、本館、分館、配本所、移動図書館を
次の期間休館いたします。
なお、図書館のホームページはご利用いただけます。

休館日：3 月８日（月）～３月１２日（金）
※３月８日（月）は通常の休館日です。

“官報情報検索サービス”のご利用について
官報情報検索サービスは、昭和 22 年 5 月 3 日（日本国憲法施行日）分から直近
までの官報の内容を、日付やキーワードを指定して検索・閲覧できるサービスです。

以前は分厚い資料の中から見たい記事を探す必要がありましたが…

官報情報検索サービスを導入

図書館のパソコンから、見たい記事を掲載日
やキーワードで検索して探しだし、閲覧する
ことができるようになりました！

そもそも、官報とは？
官報とは、国が発行する唯一の機関紙です。
政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する法令や公文
書や公告、会社法による法定公告等の記事が掲載されています。
憲法・法律・条例などは、官報に掲載されることによって「公布」
されたこととなり、法的効力が発生します。

利用方法

※ご利用いただけるのは図書館本館のみです。

◎利用は無料です。
（時間制限あり）
インターネット端末の利用申込書を記入の上、カウンターへお申し込み
ください。
◎コピーも可能です。料金：１枚（白黒）１０円
資料複写申込書を記入の上、カウンターへお申し込みください。
入間市立図書館では、こちらの検索サービスの導入に伴い「紙の官報」の購読を
終了しております。
2018 年４月２日～2020 年３月 26 日の間の官報に関しては、
「紙の官報」も
ございますので、ご利用を希望される方はカウンター職員にお申し出ください。

★「TANEBI」の杉山勝彦さんと、BASSE PLANTE の

新着 CD のご案内
※このリストは新しく入る予定の CＤの一部を掲載しています。
分類
洋楽

邦楽

落語

栗原拓也さんは入間市出身のアーティストです。

タイトル/アーティスト名
タイトル/アーティスト名
分類
三遊亭圓朝作「怪談 真景累ヶ淵」
#TWICE2／TWICE
落語
第一話 宗悦殺し／桂歌丸 第二話 深見新五郎／桂歌丸
HONK／ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ザ・ローリング・ストーンズ
オールタイム・ベスト／エンヤ
ラジオ深夜便「こころのエッセー」第1回
語学・講演
ベスト30／美空ひばり
～第5回大賞受賞作品集
シャコンヌ～バッハ・チェンバロ名曲集／曽根麻矢子
あの日 あの時／小田和正
クラシック
DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム
聖なるパイプオルガン／塚谷水無子
／DREAMS COME TRUE
Ryu Goto／五嶋龍
海のOh、Yeah!! ／サザンオールスターズ
カフェで流れるジャズピアノ～SAKURA BEST 30
ジャズ
MAGIC／back number
／ JAZZ PARADISE Moonlight Jazz Blue
Kalafina All Time Best 2008－2018
40周年記念コンピレーション
オニムバス
／Kalafina
ザ・角川映画スペシャル
弦（つる）うさぎのティーパーティ＠／弦うさぎ
Lip／SEKAI NO OWARI
ターンテーブル／竹内まりや
NHK「おかあさんといっしょ」
けむり／TANEBI ★
スペシャル60セレクション
子ども
しずく／TANEBI ★
0歳からの育脳クラシック
atルイード／テレサ・テン
Let's Go!令和キッズ こどもヒット・ソング
ONE／BASSE PLANTE ★
～うたっちゃう!おどっちゃう!～
決定盤 演歌 大ヒット大全集
ウクレレによる「ドラゴンクエスト」
その他
ドキュメント立川談志 ／立川談志
すぎやまこういち／ウクレレ名渡山遼

大人のためのＢｏｏｋガイド
『セイバーメトリクス入門
蛭川皓平／著

脱常識で野球を科学する』

水曜社《783.7/ヒ》

「送りバントや盗塁はあまり有効な戦術ではない」
「最強打者の打順は２番がよい」…セイバーメ
トリクスは客観的なデータと論理を駆使して、これまで経験則や感覚に頼ってきた常識を覆します。
本書は指標や数式を多用することなく、セイバーメトリクスの考え方を丁寧に説明しています。
さらに野手・投球を問わず、選手がどの程度勝利に貢献したかを評価する研究も進んでおり、本書
ではその枠組みを紹介しています。読後は野球の楽しみ方が変わるかもしれません。

『1 キロ 100 万円の塩をつくる
川内イオ/著

常識を超えて「おいしい」を生み出す 10 人』

ポプラ社《588.09/カ》

この本の著者はジャンルを問わず「規格外の稀な人」を追いかけて取材をする「稀人ハンター」
と呼ばれる肩書の持ち主です。
通販専門で 3 年待ちのパン屋を営むパン職人、脱サラして 300 年の茶園を継いだ農業者、世界
初のクラフトコーラメーカー「伊良コーラ」の製造者、注文に応じて味や結晶の大きさを変え、日
本唯一の「オーダーメイドの塩」を作る「田野屋塩二郎」など、常識を超えて「おいしい」を生み
出そうと奮闘し、日々挑戦を続けている 10 人を紹介しています。

『都会で着こなす世界の民族衣装』
主婦の友社/編

主婦の友社《383.1/ト》

それぞれの土地の気候風土や生活様式によって培われた、色とりどりの民族衣装が満載。
デザイン、色、技法は本当に様々ですが、共通するのは丁寧な手仕事によって作られていること
です。今のファッションにも、学ぶ点がたくさんあります。
遠い世界に思いを馳せながら、普段のスタイルにセンスよく取り入れてみませんか？
異文化を知るきっかけになるかもしれません。
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『うどんできた！』加藤休ミ/さく 福音館書店《E/ふ１》
し
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うどんがどうやってできるか、知っていますか？自分で作ったことはありますか？
えほん
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この絵本には、お母さんと子どもたちがおうちでうどんを作る様子が描かれています。クレヨン
が

おも

画とは思えない、つるんとはねる、ゆでたてうどんのおいしそうなこと！
えほん
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絵本を読んで興味が出たら、ぜひおうちの人と一緒にうどん作りに 挑 戦 してみましょう。本の
さいご
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最後にはうどんのレシピと、小麦アレルギーの人のための米粉うどんのレシピが載っています。
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『ねえさんの青いヒジャブ』
ぶん

イブティハージ・ムハンマド＆S・K・アリ/文
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野坂悦子/訳

BL 出 版 《E/ふ５》

ま

ヒジャブは、イスラム 教 を信じる 女 の人たちが 頭 に巻くスカーフのことです。
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ねえさんのアシヤは６年生になったので、ヒジャブを巻いて学校に行きます。でも、アシヤ
あお
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のきれいな青いヒジャブを見て、わらったり、からかったりする人もいます。
い
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「いじわるを言われても、わすれなさい。いじわるな言葉は、それを言った人のものなのよ」
ことば
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この言葉が、全ての子どもたちに届くことを願って、この本を 紹 介します。
さくしゃ

しゅつじょう

はじ
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作者のイブティハージ・ムハンマドさんは、ヒジャブをつけてオリンピックに 出 場 した、初めての人です。

ティーンズ向け

しばやまもとひこ

そうげんしゃ

『宮沢賢治の地学読本』宮沢賢治/作 柴山元彦/編 創元社《Y/450 ミ》

小説家として有名な宮沢賢治は、もともと地学教師でした。作品の中には科学に関連する言葉
や言い回しが多くみられ、中でも地学に関係する表現が多く出てきます。
この本は賢治の作品の中から５つを選び、作品をよく理解し味わうために、地学的な解説を加
えたものです。シリーズに『宮沢賢治の地学教室』
『宮沢賢治の地学実習』もあります。

新着 DVD のご案内

ぜひご利用ください！

※このリストは新しく入る予定のＤＶＤの一部を掲載しています。
分類

日本映画

外国映画

社会歴史

自然科学
スポーツ
落語

タイトル

分類

タイトル

空飛ぶタイヤ
8年越しの花嫁
関ケ原
64 №1.2.3
泣くな赤鬼
手紙
ライフ
ハドソン川の奇跡
シチズンフォー/スノーデンの暴露
アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅
【三国志】の世界とその魅力
歴史ヒストリア/戦国武将 直江兼続
歴史ヒストリア/戦国武将 織田信長
プロフェショナル仕事の流儀 絵本作家かこさとしの仕事
恐竜超世界 第1集、第2集
人類誕生 第1集、第2集、第3集
ＮＨＫきょうの健康/運動で改善長引く痛み
桂文珍10夜連続独演会 第1夜、第2夜

朗読

市原悦子朗読ライブラリー
ファンタスティック・ビースト魔法使いの旅
怪盗グルーのミニオン大脱走
カーズ
ボス・ベイビー
ダンボ
きつねと猟犬スペシャル・エディション
未来のミライ
アトム ＡＴＯＭ
さような銀河鉄道999/アンドロメダ終着駅
ウルトラマンＡ（エース）のすべて
ハローキティのおやゆびひめ
/けろけろけろっぴの大冒険ふしぎな豆の木
平成ライダー対昭和ライダー
仮面ライダー大戦feat.スーパー戦隊
ＳＡＹＡＭＡ/みえない手錠をはずすまで
エンディングノート
チェリノブイリ・ハート

子ども

その他

