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～入間市立図書館の障害者サービス～
活字資料をそのままでは利用しにくい方に向けたサービスをご紹介します。

視覚に障害がある方
視覚に障害のある方も読書がお楽しみいただけるよう、視覚障害者向けの読書サービスがあります。
★録音テープ図書
★DAISY（デイジー）図書
図書を朗読してカセットテープ
Digital Accessible Information System の略で、当館で取り扱ってい
に吹き込んだものです。
★点字図書

るものは CD 型の録音資料です。 カセットテープより音質が良く、テー
プでは何巻も必要とする大きなデータを１枚に収録できます。 しおりを

指で触って読めるように、紙面に

つける、目次から読みたい章やページに飛ぶなど高機能ですが、再生に

凹凸で示された点字によって書かれ

は専用の機器が必要になります（貸出可）
。 またはパソコンでも再生可

た図書です。図や絵などはエンボス

能です。

加工によって表現されています。

「タウンインフォメーション」の定期送付サービス
「タウンインフォメーション」とは、生活に関するこ

★の印がついている資料の貸出は１回につき各々
１０タイトルまで、１か月間です。

とや入間市に関する情報等を音訳して吹き込んだ録音

※録音テープ図書・DAISY 図書は無料で郵送によ

CD 図書です。毎月作成し、希望する方に無料でお届け

る貸出も行っています。

しています。

※上記の視覚障害者向けサービスをご利用するには、
「視覚障害者利用登録」を必要とします。
登録の際、身体障害者手帳が必要となります。代理の方による申請も受け付けています。
登録の前に、入間市立図書館本館（04-2964-2415）までお電話ください。
対象：入間市、所沢市、飯能市、狭山市、日高市、青梅市に在住の方で、視覚に障害がある方。

視力が弱い、または最近弱くなってきたかも…という方におすすめ
拡大読書機の設置（本館・西武）
拡大読書機とは、見たいもの（文字や写真など）を拡大してモニター（テレビ画面）に映しだす機械です。 ズ
ーム機能を使用し、モニター画面で約２～６０倍の倍率で映し出すことが可能です。
）
大活字本（全館）
視力の弱い方向けに大きな活字で書かれた本です。推理小説・時代小説・エッセイなど、さまざまなタイトルを
お楽しみいただけます。
朗読 CD

拡大鏡の設置（金子・藤沢）
金子分館・藤沢分館の拡大鏡は、机に固定されているタ

朗読で古今のさまざまな名作をお楽しみいただける
「聴く読書」です。※通常の視聴覚資料の貸出点数に
含みます。１４日間の貸し出しです。

イプのものです。手に持って使用するタイプの拡大鏡は、
本館・分館すべてのカウンターに用意してあります。

蔵書点検及びシステム改修に伴う休館のお知らせ
図書館の全資料の点検及びシステム改修のため、本館、分館、宮寺配本所、移動図書館を次の期間
休館いたします。
なお、いるまし電子図書館はご利用いただけます。

休館日：3 月７日（月）～３月１２日（土）

※３月７日（月）は通常の休館日です。

本館「臨時休館のお知らせ」
令和４年１月１０日（月・祝）入間市成人式は、産業文化センターを会場に開催されます。
当日の会場周辺は大変な混雑が予想されます。安全な式典運営のため、図書館本館は１月１０日（月・祝）に臨
時休館します。
また、駐車場もご利用になれません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※西武・金子・藤沢分館は通常どおり開館いたします。

西武分館「生活講座
～エンディングノートは始まりノート～」
とき：２月２７日（日）１３：３０～１５：３０
対象：一般
内容：ライフプランナー・三輪鉄郎氏による講座です。
定員：先着４０名

金子分館「古典文学講座『古事記と日本書紀―イ
ザナキ・イザナミの神話の謎－』
」
とき：２月２７日（日）１３：３０～１５：３０
ところ：金子公民館２階 洋室 A・B
対象：一般
内容：瀧音能之氏（駒沢大学文学部歴史学科教授）
を招いて、日本古代史の「古事記」と「日本

申込：２月９日（水）から西武分館（電話可）

書紀」の真相について学びます。
定員：先着２０名
申込：２月５日（土）から金子分館（電話可）

西武分館「和綴じ本で御朱印帳を作ろう」
とき：３月６日（日）１４：００～１６：００
対象：小学生から大人まで（小学３年生以下は保護者１

藤沢分館「文化講座『埼玉の酒造

名同伴要）

歴史探訪』」

（藤沢公民館共催）

内容：和綴じ本の製法を学び、御朱印帳を作成します。

とき：１月２９日（土）１５：００～１６：３０

定員：先着１０名

ところ：藤沢公民館 洋室 C・D

申込：２月１３日（日）から西武分館(電話可)

対象：一般
内容：埼玉県の日本酒の歴史を概観し、入間市近隣
の酒造の歴史を紹介します。

金子分館・藤沢分館「本の福袋！」
とき：１月５日（水）～

定員：先着２０名
申込：１月８日（土）から藤沢分館（電話可）

※なくなり次第終了
対象：どなたでも

藤沢分館「児童向けよみきかせ体験講座」

内容：図書館員が選んだ本の福袋の貸出！どんな

とき

本が入っているかな？！

第１回（練習会）
２月１２日（土）１４：００～１６：００

金子分館「親子で楽しむ絵本とわらべうたの会」
とき：２月２０日(日) １４：００～１５：００

第２回（発表会）
２月１９日（土）１０：００～１２：００

ところ：金子公民館２階 洋室 A・B

ところ：藤沢公民館 洋室 D

対象：幼児とその保護者

対象：小学生（３年生以下は保護者１名同伴要）

内容：親子でふれあう「わらべうた」と、おすすめ

内容：第１回が練習会、第２回に発表会の児童向けよ

の絵本の紹介をします。

みきかせ体験講座です。

定員：先着１５名

定員：先着５名

申込：２月５日（土）から金子分館（電話可）

申込：１月１５日（土）から藤沢分館（電話可）

藤沢分館「郷土講座『神社の一年』
」
（藤沢公民館共催）
藤沢分館「古典朗読会」

とき：２月２５日（金）１５：００～１６：３０

とき：①２月１３日（日）１４：００～１５：００

ところ：藤沢公民館 洋室 A

②３月１３日（日）１４：００～１５：００
ところ：藤沢公民館 洋室 A

対象：一般
内容：近隣の熊野神社の宮司による、神社の様々な行事に

対象：一般

ついての郷土講座です。

内容：朗読グループ「古典の会」による、声に出して
響きを楽しむ会。

定員：先着２０名
申込：２月８日（火）から藤沢分館（電話可）

定員：各２０名（先着）
申込：①１月３０日（日）から藤沢分館（電話可）
②２月２７日（日）から藤沢分館（電話可）

藤沢分館「暮らしの講座『アロマによる生活へのう
るおい』
」
とき：３月５日（金）１５：００～１６：３０
ところ：藤沢公民館 洋室 C・D
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

内容：フィトアロマセラピストの大木いずみ氏を招い

中止となっている場合がございます。

て、アロマによるうるおいの効果について紹介

ご理解、ご協力をお願いいたします。
イベントの開催については各館にお問合せください。

してもらいます。
定員：先着２０名
申込：２月５日（土）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）
・おはなし

まどか

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

おはなし会が再開されました。ソーシャル・ディスタンスを保ちながら大型絵本・大型紙芝居等を使い、
楽しい時間を過ごしています。
みんなの笑顔に会えるのを楽しみに、おはなし会で待っています。

かざぐるま

コロナ禍が少しおさまり、ようやくおはなし会再開へ。喜ばしい限りです。１２月は毎回クリスマスがテ
ーマでした。１月もお楽しみに！お待ちしております。

まどか

おはなし 円

１１月から「円」のおはなし会が始まりました。予想以上に子ども達が聞きに来てくれたので「おはな
し会」を楽しみにしてくれたのかな、とうれしくなりました。ちょうどこの日は「生涯学習フェスティ
バル（オンライン開催）」参加のための撮影でした。また活動中止になった場合、動画配信というのも
ひとつの方法だなと思いました。

茶の花

おはなし会再開です！マスク、手洗い、消毒でいつものように予防しながら、どんな本に出合えるか楽し
みに来てね。久しぶりでドキドキワクワクしながら待っていますよ🌼🌼🌼

トトロ

おはなし会が復活し皆さんの笑顔に会えてうれしい限りです。
「大人になっても、ずっと大好きな絵本」に出合えるおてつだいができれば
いいなと思っています。
図書館でステキな絵本を見つけましょう。

📖大人のためのＢｏｏｋガイド
『５０代になった娘が選ぶ母のお洋服

魔法のクローゼット』くぼしま

りお／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ≪589.2/ク≫
「毎日のお洋服を考えるのが面倒になっちゃった」
『魔女の宅急便』作者、角野栄子が娘へこぼした一言。そんなシニア世代の母親の服をある日から
一任された娘が提案したのは、ポップでカラフルなコーディネートでした。茶色の服をもっと素敵に
合わせるコツから、鮮やかなピンクへのチャレンジコーデ等、今日から真似したくなるおしゃれがた
くさん詰め込まれています。この本を読み終わったころには、きっと自分のクローゼットも魔法がか
かったように明るくなれるはず。
『かがみの孤城』
辻村

深月／著

ポプラ社≪913.6/ツジム≫

光り輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。集められた似た境遇の７人。
なぜ、７人がこの場所に集められたのか…？！
ファンタジー×ミステリーを掛け合わせた物語。人間関係や社会の闇など多くの人にとって無関係で
はいられないテーマが盛り込まれているので入り込みやすい。かつて子どもだった頃、大人となった今
の考え、二つの気持ちを気づかせてくれる一冊。すべてが明らかになるときの驚きと感動はもちろん、
引き込まれる感覚が味わえる。
『ＡＩは人類を駆逐するのか？

自律世界の到来』太田

裕朗／著

幻冬舎メディアコンサルティング≪007.13/オ≫
AI（人工知能）の進歩はとどまるところを知りません。本書は、AI の“自律”が大きな社会テーマとなっていなが
ら、今までそれについて論じた書物がないことから執筆された本です。
これからの社会の中で AI が人間と同じように自律することにより、将来どのように変わっていくのか、自律的 AI
と人が共存するにはどうしたらよいのか、人間社会との在り方を考えさせてくれる一冊です。
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令和３ 年 １０ 月 から１２ 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。
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『チリンでんしゃ』大原
ふくいんかんしょてん

福音館書店≪E／ふ１
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おとこのこが、おばあちゃんと一緒に電車に乗って動物園に向かうのですが、電車の中をよーく
み

にい

ねえ

こ せ い ゆた

きゃく

見ると…サルにそっくりなお兄さん、チーターにそっくりなお姉さんなど、個性豊かなお 客 さんが
き づ
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いっぱい！気付けば電車の中は動物だらけになってしまいます。村田エミコさんのかわいらしい絵
ふく
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たの
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も含め、眺めていて楽しくなる絵本です。
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『しりとり電車のハヤイチくん』別司
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ハヤイチくんは、しりとりが大好きな 小 学 ２年生の 男 の子。クラスのみんなとお 話 するときはい
はなし

となり

せき

にがて

つもしりとりでお 話 をします。でも 隣 の席のさくらちゃんは、ちょっぴりハヤイチくんが苦手でし
ともだち

う

と

ほん

た。ちょっとしたきっかけがあれば、友達とすぐに打ち解けてしまうことがありますよね。この本でも
お

こうどう

こころ

へんか

お

こうどう

ハヤイチくんが起こしたある行動によって、さくらちゃんの 心 に変化が起こります。その行動とは…。
ティーンズ向け
『＃マイネーム』黒川 裕子／著 さえら書房≪Y913/クロカ≫
両親の離婚によって名字が変わってしまった中学生の明音。学校では、大人たちが呼び捨てやニッ
クネームを禁止し“さん”をつけて呼ぶという“さんづけ”運動を始める。そんな中 SNS のスレッ
ドで「自分の呼ばれたい名前の名札をつけよう」とスレッド主が呼びかけ…。大人の身勝手に反抗す
るため明音たちは立ち上がる！中学生の勇気あふれる物語です。

