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いるまし電子図書館
が始まりました！
電子図書館とは、インターネット環境があれば、自宅のパソコンやスマートフォン、タブレットなどで、いつ
でもどこでも、図書館の開館時間や天候を気にせず、利用できる図書館サービスです。
紙の図書と違い、期日が来ると自動的に返却されるので、返し忘れの心配はありません。
また、音声読み上げ機能に対応していたり文字の大きさが変えられるもの（リフロータイプ）
、写真やイラス
トなどのあるもの（フィックスタイプ）、音声を含むものなどがあり、ご自分に合った読書時間をお楽しみい
ただけます。ご利用にあたっては、ID・パスワードの登録が必要です。

夏に！

利用できる方：入間市在住、在勤、在学の方

おすすめのコンテンツ

貸出冊数・期間：３冊まで、１４日間

まぼろしカレー
-水野仁輔のいまはなき名店に学ぶ!水野 仁輔／著 山と溪谷社

予約冊数・取置期間：３冊まで、７日間

利用料金：無料(通信料は別途掛かります。)

だいすきスイーツで自由研究-キッチンが実験室盛口 満／監修 主婦と生活社

申込方法：図書館本館、各分館、移動図書館、宮
寺配本所のカウンターでお申し込みください。
＊図書館の利用者カードおよび身分証明書（運転

詳しくは↓こちらから↓

免許証など）をお持ちください。

https://www.d-library.jp/iruma/g0101/top/

（在勤、在学の方は、上記の他に在勤、在学の証
明となるものも必要です。
）

調べ学習の第一歩は「テーマの決め方」です！

夏休みの宿題「自由研究」や「図書館を使った調べる学習

調べる学習講座
対

コンクール」に役立ちます。調べることにくわしい図書
館の司書がコツを伝授します！

象 ：市内在住・在学の小学生（３年生以下は保護者１名同伴でお願いします。
）

申込方法：７月６日（火）10 時から会場となる図書館カウンター又は、電話での申し込み（先着順）
開催スケジュール

本館
日時

第1回
テーマの決め方、調べ方

会場
定員

第２回
調べたことの
まとめ方

日時
会場
定員

7 月 20 日(火)
14：00～15：30
産業文化センター
第１集会室 AB（和室）
定員 20 名
7 月 24 日(土)
14：00～15：30
産業文化センター
第１集会室 AB（和室）
定員 20 名

西武分館
7 月 18 日(日)
10：00～11：30
14：00～15：30
西武分館２階
会議室
各回 定員 20 名
7 月 25 日(日)
10：00～11：30
14：00～15：30
西武分館２階
会議室
各回 定員 20 名

金子分館
7 月 18 日(日)
10：00～11：30
14：00～15：30
金子公民館
会議室
各回 定員 15 名
7 月 24 日(土)
10：00～11：30
14：00～15：30
金子公民館
会議室
各回 定員 15 名

藤沢分館
7 月 18 日(日)
10：00～11：30
14：00～15：30
藤沢公民館
会議室
各回 定員 20 名
7 月 27 日(火)
10：00～11：30
14：00～15：30
藤沢公民館
会議室
各回 定員 20 名

「あれこれブックガイド」

金子分館「夏休みこども映画会」(共催：金子公民館)

小学生を対象に、図書館がおすすめする本を掲載した「あ

とき：８月２０日（金）１４：００～１６：００

れこれブックガイド」を配布します。

ところ：金子公民館 大会議室

また、掲載した本を、本館および各分館等で特集し、貸出

対象：小学生（３年生以下は保護者同伴）

しします。夏休みに読んでみましょう！

内容：
「ピーターパン」
（７５分）

とき：7 月中旬～

定員：先着５５名

配布場所：市内各小学校を通じて、児童に配布および本

申込：８月６日（金）9 時から金子分館（電話可）

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

藤沢分館「夏休み工作会」
（共催：藤沢公民館）
とき：７月３１日（土）１４：００～１６：００

配本所

ところ：藤沢公民館２階 洋室 C・D

本館「ぜーんぶおばけなおはなし会」

対象：小学生（３年生以下は保護者同伴）

とき：８月１４日（土） １４：００～１５：００

内容：自由研究のための工作会

８月１５日（日） １４：００～１５：００
ところ：産業文化センター

研修室（A・B）

対象：幼児～小学生
内容：絵本、紙芝居の読み聞かせ
工作「おばけが消える？！びっくり絵本」
協力：読み聞かせボランティアグループ「どんぐり」
定員：先着１０組 （申込不要）

定員：先着２０組
申込：７月６日（火）9 時から藤沢分館（電話可）

藤沢分館「夏休み子ども映画会」（共催：藤沢公民館）
とき：８月１日（日） １０：００～１１：００
ところ：藤沢公民館１階 大会議室
対象：幼児から小学生
（３年生以下は、保護者同伴）

西武分館「夏休み 工作会「貯金箱をつくろう」

内容：アニメ映画「まんが世界昔ばなし（全４話）
」

とき：８月８日（日）１４：００～１６：００

定員：先着５０名

ところ：西武分館２階 会議室

申込：７月９日（金）9 時から藤沢分館（電話可）

対象：小学生（２年生以下は保護者同伴）
内容：工作キットを使って「ふしぎな貯金箱」をつくり
ます。ハサミなど刃物は使いません。
定員：先着１０名
申込：７月２１日（水）9 時から西武分館（電話可）

西武分館「和綴じ本で御朱印帳をつくろう」

藤沢分館「古典朗読会」
とき：８月１５日（日）１４：００～１５：００
ところ：藤沢公民館２階 洋室 C・D
対象：一般
内容：朗読グループ「古典の会」による、声に出して
古典の響きを楽しむ会

とき：９月２６日（日）１４：００～１６：００

定員：先着２０名

ところ：西武分館２階 会議室

申込：８月６日（金）9 時から藤沢分館（電話可）

対象：小学生～大人（３年生以下は保護者同伴）

藤沢分館「こわいおはなし会」
（共催：藤沢公民館サマーキッズ）

内容：和綴じ本の製法を学び、御朱印帳を作る。
定員：先着１５名

とき：８月２１日（土）

２部１１：４５～１２：３０

申込：９月８日（水）9 時から西武分館（電話可）

金子分館「夏休み工作会(とびだす絵カードづくり)」
とき：７月２５日（日）１４：００～１５：３０
ところ：金子公民館２階 会議室（洋室 A・B）

ところ：藤沢公民館２階

洋室 C・D

対象：幼児～小学生（３年生以下は、保護者同伴）
内容：夏の恒例、
「こわいおはなし会」を体験しよう！
１部：少しこわいおはなし会

対象：小学生
内容：子どもでも作れる簡単で楽しいとびだす絵カ

１部１１：００～１１：３０

幼児～小学生低学年（保護者入室可）
２部：とてもこわいおはなし会

ードをつくります。

小学生（暗い場所で一人でお話が聞ける子）
20 名(子ども 10 名・保護者 10 名)
子ども 20 名

定員：先着１５名

定員：1 部
2部

申込：７月６日（火）9 時から金子分館（電話可）

申込：８月７日（土）9 時から藤沢分館（電話可）

藤沢分館「夏のおたのしみ会」

藤沢分館「絵手紙講座」

とき：８月７日（土） １１：００～１１：４５

とき：９月２６日（日）１０：００～１２：００

ところ：藤沢公民館２階 洋室 C・D

ところ：藤沢公民館 洋室 C・D

対象：幼児から小学生

対象：一般

（３年生以下は、保護者同伴）
内容：ボランティアグループ「トトロ」によるスペ
シャルおはなし会

講師：今井 富枝 先生
（日本絵手紙協会 認定講師）
定員：先着２０名

定員：先着４０名

参加費：無料

申込：７月２０日（火）9 時から藤沢分館（電話可）

申込：８月２９日（日）9 時から藤沢分館（電話可）

藤沢分館「2021 大人の映画会」(共催：藤沢公民館)
とき：９月１１日（土）１０：００～１２：００
ところ：藤沢公民館 大会議室
対象：一般

新型コロナウイルスの関係により、掲載されてい
るイベントは中止となっている場合がございます。
ご理解、ご協力をお願いいたします。イベントの開

内容：
「禅」 （２００８年、１２９分）

催については各館にお問合せください。

定員：先着５０名
参加費：無料
申込：８月２４日（火）9 時から藤沢分館（電話可）

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

おはなし会をする機会がなくなりとても残念ですが、早くみんなに本の持つ力を届けたいなあ
と思っています。再開した時には是非遊びに来てください。どんぐりみんなで待っています。

かざぐるま

ようやく読み聞かせ再開でしょうか。７月は「こわいおはなし会」を予定しています。
（詳しく
は、西武分館までお問い合わせください）皆様のおいでをお待ちしております。

まどか

おはなし 円

なかなか子どもの前での活動ができずにいますが、自分たちの勉強会は続けています。先日
の会ではゲストの方のおはなしがたくさん聞け、温かい気持ちになりました。本やおはなし
の力は小さいかもしれませんが、大きく心に響く気がします。

茶の花

８月１日（日）夏のおたのしみ会（おはなし会、かんたんな工作）を予定しています。楽しみに
していてね。定員があり、申込みお待ちしています♪【定員先着１５名、申込みは７月１３日（火）
9 時から金子分館（電話可）】

トトロ

おはなし会は公民館２階の和室や大きな部屋で行います。それに合わせて
見やすい絵本や大型絵本などを選んでいます。コロナに気を付けながら楽
しい時間を一緒に過ごしましょう。

📖大人のためのＢｏｏｋガイド
『食べられる庭図鑑』 良原リエ／著 アノニマ・スタジオ≪６２６.９/ヨ≫
小さいお庭やコンテナでも手軽に育てられ、食べても美味しい野菜８８品種を紹介しています。
実用書のように細かい指導はありませんが、著者が実際に育てたものなのでアドバイスも分かり
やすく、ひとつひとつの紹介コラムが楽しく読めます。意外に知らない食べ方や簡単なレシピも
掲載されていて、情報たっぷりです。
植物はもちろん、庭にやってくる昆虫や鳥などの写真も豊富で、眺めるだけでも心に栄養が届く
一冊です。食べられる庭づくりを楽しんでみませんか。
『剱岳 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む』高橋大輔／著 朝日新聞出版 ≪291.4/
タ≫
明治 40 年 7 月、富山県・剣岳の山頂にたどり着いた測量隊。険しい岩山に挑み、初登頂を果
たしたと思われたが、山頂には平安時代の仏具が残されていた。登山用具も無い時代、いつ、誰
が、どのルートで剣岳山頂に立ったのか？ 地元の図書館や観光協会を回り、文献や古地図等を
調査する一方、著者自ら何度も剣岳を登り、幻のファーストクライマーの謎を解き明かしていく
過程をお楽しみください。
『図解まるわかりＷｅｂ技術のしくみ』西村泰洋／著 翔泳社 ≪５４７．４８３/ニ≫
普段何気なく使っているインターネットやスマートフォンですが、その裏でどんなＷｅｂ技術
に支えられているのか、ご存じでしょうか。
本書ではまず「Ｗｅｂとは？」
「ＵＲＬとは？」という易しい内容から「セキュリティと運用」
まで幅広く解説しています。Ｗｅｂ技術に興味のある方にも分かりやすく、またビジネスシー
ンでのＷｅｂ技術利用にも参考になる１冊です。社会人の方にはぜひ知っていただきたい知識
が満載です。
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2021 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。
ちきゅう
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たつざわさい

『地球がうみだす土のはなし』大西健夫／著
ふくいんかんしょてん

福音館書店
つち

ちょ

龍澤彩／著

にしやまりゅうへい

が

西山 竜 平／画

≪455≫

さわ

にお

つち

すな

こいし

土を触ると、しっとりふかふか。やわらかい匂いがします。でも、土はもともとザラザラした砂や小石
つち

なが

むかし

ちきゅう

なか

でした。それが土になるまでには、長いものがたりがあるのです。はるか 昔 、地球の中からいきおい
と

だ

みな

み ぢか

つち

か

みち

ほん

よ

よく飛び出したマグマが、皆さんの身近にある土に変わるまでの道のりを、この本を読みながらたどっ
てみませんか。
『かえるのごほうび
ふくいんかんしょてん

えまき

ちょうじゅうじんぶつ ぎ が

き じ ま はじめ

絵巻 「 鳥 獣 人物戯画」より』木島 始 ／さく

かじやま と し お

梶山俊夫／レイアウト

えほん

福音館書店 絵本≪ふ 1≫
もりではじまった、どうぶつたちのきょうぎかい。いっとうしょうには、すごいごちそうがもらえるという。そこで、
みごと、かえるがいっとうしょうになったのだが…？！
へいあん じ だ い

つく

こくほう え ま き

ちょうじゅう ぎ が

く

た

なお

たの

ものがたり

しあげ

さくしゃ

き じ ま はじめ

平安時代に造られた国宝絵巻「 鳥 獣 戯画」を組み立て直し、楽しい 物 語 に仕上げたもの。作者の木島 始 のユーモラ
ことば

どうぶつ

ひょうじょう

わたし

ちょうじゅう ぎ

が

せかい

いざな

スな言葉と、いきいきとした動物たちの 表 情 が 私 たちをユニークな 鳥 獣 戯画の世界に 誘 います。
ちょうじゅう ぎ

が

し

ちょうじゅう ぎ

が

*「 鳥 獣 戯画」についてもっと知りたいときは「これが 鳥 獣 戯画でござる
げんてん

ゆうき

ニッポンのわらいの原点」結城

まさこ

ちょ

昌子/著

しょうがくかん

小学館

≪721≫もおすすめです。

ティーンズ向け
エスディージーズ

『１０代からのＳＤＧｓ 』原佐知子／著 大月書店≪Y/329.39/ハ≫
最近耳にすることの多くなった「SDGｓ」。この本は SDGｓの理念を、１０代の方に読んでも
らうことを想定して、わかりやすいように基礎の基礎から解説しています。実際の取り組みもた
くさん写真を載せて紹介しており、身近なものとして捉えやすくなっています。
「SDGｓって何？どんなことをしたらよいの？」と疑問に思ったら、手に取っていただきたい
１冊です。

