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図書館だよりが新しくなります！！～

これまで図書館だよりは、イベントのお知らせも含めて年４回発行していました。
今年度からは、年 4 回の図書館だより（読み聞かせボランティアさんのお知らせや新刊紹介など）
とは別に、図書館だより“イベント情報版”を“毎月”発行します！

【４月・７月・10 月・１月発行】

図書館だより“特集記事”

【毎月発行】

図書館だより“イベント情報版”

～

・特集記事
・読み聞かせボランティアグループの広場
・新刊紹介（一般書・児童書）

など

・各館ごとのイベントのお知らせ
・やまばと号の運行情報

など

読書履歴を残してみませんか？～
図書館ホームページの利用者メニューに、
“読書履歴”
という機能があるのをご存知ですか？
下のように“読書履歴残す”を選択しておくと、図書
館で借りた資料の貸出履歴を残すことができます。
「もう一度借りたいけれど、タイトルや作者がわから
なくなってしまった」「何巻目まで読んだのか忘れてし
まった」という時に、確認できる便利な機能です。

※スマートフォン版のサイトでは閲覧できません。

ご存知ですか？館ごとの特設コーナー
図書館では、テーマごとの本を集めた特設コーナーを設けています。
今回は本館の特設コーナーをご紹介します。
※場所がわからない時は職員がご案内します。
エルエル

お気軽にお声がけください。

L L ブック

本の内容を理解することが苦手な人がやさしく読めるよう、
わかりやすく書かれた本を集めています。

エスディージーズ

SDGｓ

子育て支援

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）についての本を集めています。

子育てされている方向けの本を集めました。

１７の目標の内のどれに関する本かわかるように、ラベルで分類

離乳食のレシピ本や子どもとの接し方につい

されています。

ての本、赤ちゃん向けの絵本。おすすめの絵
本を紹介するブックリストもあります。

進学・将来に関する本
様々な職業に関する本（なるには BOOKS）や、学校案内などを
集めたコーナーです。

就職

就職活動や人事に関する本、その他様々な業界について紹介した本を集めています。
他にも毎月変わる
お茶の本

特別展示があるよ

入間市名産の狭山茶について、知識が深められるような本を集めました。
お茶の歴史や美味しい入れ方、茶の湯についてなど、お茶関連の本があります。

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。

藤沢分館「暮らしの講座『アロマによる生活へのう
どんぐり

るおい』
」
おはなし会が不定期の開催となり、みんなと会う事ができません。
月１回の定例会も中止となる事が多く、淋しく思っています。定例会がある時は新刊紹介を行ってもらう
とき：３月５日（金）１５：００～１６：３０
など、少しでも進歩して、楽しいおはなし会ができればと思っています。おはなし会で会いましょう。
ところ：藤沢公民館 洋室 C・D

対象：一般

かざぐるま
ずっとコロナのせいで、私たちは何もできませんでした。とても残念です。早くコロナが終わってすてき
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
な絵本やおはなしを、小さいお子様たちに読んでさしあげたいと思う今日この頃です。
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。
まどか
してもらいます。
おはなし 円
４月からは、また子どもたちを迎えておはなし会が再開できるかなと楽しみにしています。
イベントの開催については各館にお問合せください。
定員：先着２０名
勉強会の方は西武分館で続けています。
（第２金曜日１３：３０～）

申込：２月５日（土）から藤沢分館（電話可）
色々なおはなしが聞けますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、
いつでも聞きに来てく
ださい。

茶の花

４月はこども読書の日おはなし会スペシャルがあります。かんたんな工作もあり。お楽しみに～♡

トトロ

現在、月 2 回の定例会で超大型紙しばいを製作中です。
大きいだけに時間がかかりそうですが、そのぶん皆さんにお見せできるのが、とても楽しみです。
どうぞ期待して待っていて下さいね。

大人のためのＢｏｏｋガイド
令和４年１月から３月までに入間市立図書館に入った一般書の紹介です。

『純喫茶コレクション』
難波

里奈／著

河出書房新社

≪673.98/ナ≫

会社員をしながら、仕事帰りや休日にひたすら純喫茶を訪ねた著者が、丁寧に取材を重ねた本書
からは、昭和レトロな純喫茶のたたずまいを感じることができます。東京が多めですが日本各地の

📚📚

お店も紹介されています。
コースターや紙ナプキンのデザインのコレクションもあり、すべて違う個性を持った純喫茶の
魅力を味わうことができる一冊です。
この本を参考に、近くにあるかもしれない純喫茶を探してみるのも楽しそうです。

『ヤングケアラー

介護する子どもたち』

毎日新聞取材班／著

毎日新聞出版

≪369/マ≫

「ヤングケアラー」という言葉をご存じでしょうか。家事や家族の介護・世話等をしている子ども
たちのことです。本書ではヤングケアラーたちの介護の実態をインタビューし、物語形式で綴って
いるため、子どもたちの状況・心情がよく伝わってきます。
単に「かわいそうな子ども」と決めつけるのではなく、ヤングケアラーの何が問題なのか、考える
手掛かりとなる一冊です。

『東京スリバチ街歩き』
皆川

典久／著

イースト・プレス

≪454.913/ミ≫

タイトルの「スリバチ」は、平らな土地をスプーンでえぐりとったような「スリバチ状の地形」
のことを指しています。
NHK の番組“ブラタモリ”にも出演された東京スリバチ学会会長の皆川典久さんが、
「スリバチ」
の魅力と、東京近郊の「スリバチ」を巡る街歩きについて紹介しています。
この本を読めば、ちょっと変わった街歩きを楽しめるかもしれません。

『コンビニ兄弟

テンダネス門司港こがね村店』１巻・２巻

町田

新潮社

そのこ／著

≪913.6/マチダ≫

２０２１年の本屋大賞を受賞した『５２ヘルツのクジラたち』の著者である町田
その子さんが書かれたコンビニが舞台の連作短編小説。
九州だけに展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店には、
今日も悩みを抱えた人が訪れます。名物店長と個性的なお客さん達とのやりとりが
楽しい、ほっこりと心が温まるようなお話です。

他にも新着資料がたくさんあります。各館の新着コーナーをご覧ください！
新刊だけでなく、寄贈でいただいた資料なども並びます。
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令和４ 年 １ 月 から３ 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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『雌牛のブーコラ 愛蔵版おはなしのろうそく１２』
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この本は、世界中で伝えられてきた 昔 ばなしが、表 題 のほか 8編おさめられています。
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持ち運びに便利な手のひらサイズの本で、手あそびのできるわらべうたが 2 つ 収 録 されてい
がいしゅつさき

あ

じかん

こ さま

よ

き

さいてき

ます。外 出 先 での空き時間などにお子様へ読み聞かせするのにも最適です。

『バーバパパのめいろのたび』
さく

アネット・チゾン&タラス・テイラー／作
ひ

か

とお

やました

やく

はるお／訳

くに

こうだんしゃ

講談社

≪E/こ 3≫

はな

たいへん

ある日バーバベルが買ったのは、遠い国からきたきれいなお花。でもね、大変！
み

ちい

う

よく見ると小さなけむしがついていたのです。なんとかしてこのけむしを生まれた
ば しょ

もど

場所に戻してあげなくちゃ。
ちから

あ

バーバパパのこどもたちが 力 を合わせて「もくもくめいろ」や「まっくらめいろ」
、
とお

とお
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「ジャングルめいろ」などを通って、遠い国のお花 畑 を目指します。みなさんも一緒
たの

ぼうけん

に楽しいめいろを冒険してみませんか？

『マイブラザー』
草野

たき/著

ティーンズ向け

ポプラ社

≪Y913/くさの≫

主人公の海斗はわんぱくな 5 歳の弟・総也の面倒を積極的に見る【イクメン】中学生。はた
から見れば良いお兄さんですが、けっして下心がないわけではないのです。ある日海斗は保育
園ライオン組の同級生 5 人との同窓会に参加することになりますが…。
中学生に上がってからの自分の夢・目標について改めて考える、少年少女たちの成長物語を
ぜひお楽しみください。

電子図書館のＵＲＬが変わりました！
3 月２７日～２８日にシステムのメンテナンスを行い、電子図書館のＵＲＬが変わりました。
しばらくの間は、今までのＵＲＬからでも、新しいリンク先へアクセスできるようになっていますが、
今後はアクセスできなくなる予定です。
電子図書館をお気に入り登録されている方は、お手数ですが新しいＵＲＬで登録し直していただきます
ようお願いいたします。
新しいＵＲＬ⇒（https://web.d-library.jp/iruma/g0101/top/）

