
  

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

今月のテーマ展示の紹介です。本館は新着コーナー横と児童コーナーに、

分館はカウンター横と児童コーナーに展示しています。 

 

「芸術の秋」（一般書） 
 

『巨匠の代表作でわかる絵画の見方・
楽しみ方』井出 洋一郎∥監修 
＜分類：723＞  

この本には、名画を鑑賞するために
役立つ知識や情報がたくさん詰まっ
ています。ゴシックから現代まで、巨
匠 92 人の世界的な名画 100 点の見ど
ころを解説しています。西洋絵画の歴
史をたどり、絵画を見る楽しみが広が
る鑑賞ガイドです。 
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「市内小学校ベストリーダー」（児童書） 

 

 

 美術館に行きたくなるような本や、普段は閉架書

庫に保管している貴重な美術書も展示しています。 

 

 

和光市内の小学校で、人気の本を紹介します。学校で読んだことあるかな？ 

『みどりいろのたね』たかどの ほうこ∥作 太田 大八∥絵＜分類：913＞ 

まあちゃんのクラスでは、畑にみどりいろのたねをうえることになりました。 

その時、メロンあめをなめていることを先生に見つかってしまったまあちゃんが、あめ

を手のひらに出すと、うっかりたねといっしょにあめまでうえてしまいました。 

メロンあめとたねは、どうなったと思いますか？ゆかいなおはなしです。 

本館 分館 

『アランの「幸福論」』 
アラン∥著 笹根 由恵∥訳 
＜分類：135.5＞  

 フランスの哲学者アランの「幸福
論」は、世界三大「幸福論」の１つと
言われています。全 93編のうち半分
を訳した本書には、幸せになるため
の知恵が詰まっています。平易な言
葉で書かれたアランの「幸福論」は、
まるでエッセイのようです。 

本館 分館 

『がん情報ギフト』が届きました 

国立がん研究センターがん対策情報センターでは、「届ける

を贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』」と題し、全国の

図書館に信頼できる「がんの冊子」をお届けするプロジェクト

を行っています。 

このプロジェクトは、全国の皆さまから寄付を募り、寄付金

が 30,000 円集まるごとに、公共図書館や公民館 1 館に、

がん対策情報センターが発行する「がんの冊子（写真参照）」

を寄贈する取り組みです。 （国立がん研究センターＨＰより） 

  

 今回寄贈していただいた「がん情報ギフト」のセットの中には、

館内でご覧いただけるものだけではなく、ご自由にお持ち帰りい

ただけるパンフレットなどもあります。館内に設けている医療コ

ーナーや闘病記コーナーと併せてご活用ください。 

「あなたにとっての幸せは？」（一般書） 
  幸せは人それぞれ。旅行や読書、子どもと過ごす

時間、健康な体作りやキャリアアップなど、様々な

ジャンルの「幸せを見つける」本を展示しています。 

 

11月 
2019 

○c和光市 

和光市 

※パンフレットはなくなり次第配付終了となります。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ブックスタート ①11 日・②25 日・ 
③12 月 2 日(全て月曜日)★ 

時間：10:30～11:00、11:30～12:00 
対象：①2019 年 5 月生まれの赤ちゃんと保護者 
   ②2019 年 6 月生まれの赤ちゃんと保護者 
   ③2019 年 7 月生まれの赤ちゃんと保護者 
持物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

10/27 28 29 30 31 11/1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

12/1 2 3 4 5 6 7 

 

 ブックスタート  絵本とおはなしの会 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 あかちゃんタイム   土曜えほんタイム 

 今月の特別なイベント 
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＜休館日＞ 

 ★印のあるものは要予約です。 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

10/27 28 29 30 31 11/1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

12/1 2 3 4 5 6 7 

 

 絵本とおはなしの会 

  あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 あかちゃんタイム  ひまわりおはなし会 

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会 2 日・9 日・16 日・ 
12 月 7 日(全て土曜日) 

時間・対象：11:00～2 歳から／14:00～4 歳から 
 

あかちゃんタイム 7 日(木)・12 月 5 日（木） 

時間：10:30～11:30 対象：乳幼児と保護者 

絵本とおはなしの会 9 日(土) 

時間：11:15～  場所：キッズスペース 
対象：幼児から小学校低学年 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 15 日(金) 

時間：①10:30～11:00 ②11:15～11:45 
対象：6 ヶ月～2 歳の子と保護者 

本館 分館 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

土曜えほんタイム 23 日(土) 

時間・対象：11:00～2 歳から／14:00～4 歳から 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 12 日(火) 

時間：11:00～11:30  
対象：6 ヶ月～2 歳の子と保護者 

 

あかちゃんタイム 22 日(金) 

 時間：11:00～11:30 場所：キッズスペース 
対象：乳幼児と保護者 

 

ひまわりおはなし会 20 日(水) 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象：小学生 

図書館でボードゲーム 24 日(日) 

ボードゲームやカードゲームで皆で遊びましょう。 
「RONDO（ロンド）」「ヒューゴ」などを 
用意しています。１人でも参加できます。 

時間：10:00～12:00 
対象：5 歳～100 歳 
    

下新倉分館イベントカレンダー 

だーダ 

本館イベントカレンダー 

絵本探しで体験！ 
図書館ではじめてのおつかい 

3 日(日)～30 日（土）の開館日 
おつかいカードに書かれた本を見つけよう！ 
対象：おおむね 3 歳～6 歳（保護者同伴） 

図書館 
まつり 

市民図書館講座 17 日(日)★ 

時間：14:00～15:30 対象：成人 3０名 

講師：渡部 亜矢 氏（一般社団法人実家片づけ整理協会 代表理事） 

申込：11 月1 日（金）から電話、カウンター又はメールで 

時間： 
対象： 
 

大人のための朗読劇場 11 月 3 日(日) 

時間：14:00～15:30 対象者：高校生以上 30 名 
朗読者：清水陽子・森凡枝（朗読の会あめんぼ） 

市民図書館講座 28 日(木)★ 

時間：10:00～12:00 対象：成人 2０名程度 
講師：木下 通子 氏（埼玉県立浦和第一女子高等学校主任司書） 
申込：11 月 13 日（水）から電話又はカウンターで 

おとなの朗読会 11 月 10 日(日) 

時間：14:00～15:00  
対象者：大人（小学生以上入場可） 
朗読者：たなか やすひこ（朗読愛好家） 

杉本 佳穂（紙芝居師） 
神尾 敬子（声楽家） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊案内    －新着の一部です－ （※分類記号順） 

タイトル 著者 出版社 分類 所蔵 

～ 一般書 ～  

生きるための図書館 竹内 哲∥著 岩波書店 010.4   本館 

わたしも、昔は子どもでした。 『子どものしあわせ』編集部∥編 かもがわ出版 281.04 本館 

世界をおどらせた地図 エドワード ブルック=ヒッチング∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.38 本館 

なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか? 加藤 年紀∥著 学陽書房 318.3 本館 

平井信行の気象・防災情報の見方と使い方 平井 信行∥著 第一法規 369.3 本館 

賢い冷蔵庫 瀬尾 幸子∥著 NHK 出版 596 本館 

お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる∥著 ワニブックス 754.9 本館 

3 語でできるオリンピック&パラリンピック英会話 カン アンドリュー ハシモト∥著 DHC 837.8 本館 

湘南夫人 石原 慎太郎∥著 講談社 913.6 本館 

ダラスの赤い髪 キャスリーン ケント∥著 早川書房 B933 ｹ 本館 

誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門 内藤 理恵子∥著 日本実業出版社 114.2 分館 

FOOD&BABY 世界の赤ちゃんとたべもの きひら まりこ∥著 三恵社 383.8 分館 

自動車(クルマ)が家電になる日 鈴木 誠二∥著 あさ出版 537.09 分館 

サザエさんヒストリーブック  扶桑社 778.77 分館 

ああ面白かったと言って死にたい 佐藤 愛子∥著 海竜社 917 分館 

～ 児童書 ～  

ミイラ学 タマラ バウワー∥著 絵 今人舎 242 本館 

ずっとずっと、ともだちだよ… 若月 としこ∥著 岩崎書店 493 本館 

めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図 地理情報開発∥編 永岡書店 686 本館 

秘密に満ちた魔石館 廣嶋 玲子∥作 PHP 研究所 913 本館 

ステラ・モンゴメリーの冒険 ジュディス ロッセル∥作 評論社 933 ﾛ 本館 

おつきさまひとつずつ 長野 ヒデ子∥作 童心社 E ｱｶ 本館 

なかよしの水 ジョン キラカ∥作 西村書店 E ﾑﾗ 本館 

ヤナギ通りのおばけやしき ルイス スロボドキン∥作 瑞雲舎 933 ｽ 分館 

うまれてきた子ども 佐野 洋子∥作・絵 ポプラ社 E 分館 

アンナのあたらしいじてんしゃ カタリーナ クルースヴァル∥作 光村教育図書 E ｷ 分館 

～ ＹＡ ～  

日本のパラリンピックを創った男 中村裕 鈴木 款∥著 講談社 Y 289 本館 

「ハッピーな部活」のつくり方 中澤 篤史∥著 岩波書店 Y 375 本館 

夢のつかみ方、挑戦し続ける力 早霧 せいな∥著 河出書房新社 Y 775 本館 

境い目なしの世界 角野 栄子∥著 理論社 Y 913 本館 

死ぬんじゃねーぞ!! 中川 翔子∥著 文藝春秋 Y371.4 分館 
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I：情報コーナー Ｚ：ビジネスコーナー M：医療コーナー L：大活字コーナー C：子育て支援コーナー B：文庫コーナー 
Y：ヤングアダルトコーナー E：絵本 O：大型絵本コーナー S：（分館）新書コーナー C：紙芝居コーナー  

～中学生・高校生におすすめの本～ 

2019 年度ノーベル化学賞の受賞者の１人として、日本人の吉野彰氏が選ば

れました。同氏はインタビューで、少年時代に先生からすすめられたマイケル・

ファラデー著の「ロウソクの科学」（原題 The Chemical History of a Candle）

を読み、化学への興味を抱いたと話しています。和光市図書館でも関連する本

を所蔵していますので、ご紹介します。 
  

【紹介する本】※数字は分類記号 

●『ロウソクの科学』ファラデー著／分館所蔵／430（右写真） 

●『マイケル・ファラデー』コリン A.ラッセル著／本館所蔵／289.3 ﾌ 

●『「ロウソクの科学」が教えてくれること』／分館所蔵／S430.4 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

和光市図書館の将来像「みんなで育てる身近な図書館」 
～地域コミュニティを支える情報拠点を目指して～ 

和光市図書館（本館） 
和光市本町３１－１ 
TEL: 048-463-8723 
FAX: 048-463-8682 

【開館時間】 
平日 9:30～20:00 
土・日・祝日 9:30～18:00 
【休館日】 
第 2・4 木曜日 
特別図書整理期間 
年末年始(12/28-1/4) 

中央公民館図書室  和光市中央 1-7-27 

TEL:048-464-1123 / FAX:048-464-0560 

坂下公民館図書室 和光市新倉 3-4-18 

TEL:048-464-5230 / FAX:048-461-3429 

南公民館図書室 和光市南 2-3-1 

TEL:048-463-7621 / FAX:048-461-1257 

※公民館図書室の貸出時間は平日 9:00～17:00/土曜日 13:00～17:00 
※リクエストの受付や利用者登録等は火曜日（中央は除く）、土曜日の 13:00～17:00 
※予約資料の受け取りは日曜日～土曜日の 9:00～21:00 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 まで 

 
◆ホームページ http://www.wakolib.jp/ ◆携帯電話用 https://www1.wakolib.jp/opac/wopc/pc/mSrv 

 
編集後記 「読書週間」は、終戦の 2 年後（1947 年）、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・書店・公共図書館・新聞・マス
コミ等が協力して第 1 回を開催してから、今年で 73 回目です。日本の読書運動の発端は、大正 13 年（1924 年）、関東大震災で多くの建物とともに
膨大な出版物が焼失した翌年に計画されたものだと言われています。震災後、戦後と、当時はどんなに図書が貴重で、読書が価値のあるものだったので

しょうか。今、私たちは多種多様な図書を手にとることができます。週間中、今年も良書と出会う機会が訪れますように。＜2019 年 11 月発行＞ 
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○c 和光市 

和光市 

和光市 

和光市図書館 

（下新倉分館） 
和光市下新倉 5-21-1 
TEL: 048-452-6011 
FAX: 048-452-6012 

【開館時間】 
火～日 9:30～18:00 
【休館日】 
月曜日、第 4木曜日 
特別図書整理期間 
年末年始(12/28-1/4) 

各お知らせの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 

図書館シネマ『バルカン超特急』 

（10/5実施）のご報告 

「サスペンスの神」と称されたアル

フレッド・ヒッチコック監督の映画『バ

ルカン超特急』を上映しました。 

開場前から並んでいただき、たくさ

んの方に楽しんでいただけました。 

図書館に所蔵されているヒッチコッ

クの DVD は、他にも『サイコ（1960

年）』『知りすぎていた男』『鳥』『疑惑の

影』があります。ぜひこの機会に、手に

取ってみてください。 

【下新倉分館】11 月 3 日で開館 3 周年を迎えます！ 

下新倉分館は、今年の 11 月 3 日で開館 3 周年を迎えます。それにあわせ
て館内で様々な催しを行いますので、ぜひご参加ください。 

★「絵本の世界を楽しもう」11/2(土)→申込みは締め切りました 

★「図書館ではじめてのおつかい！」（11/3～30 の開館日） 

★「おとなの朗読会」11/10(日)14:00～15:00 

★「図書館でボードゲーム」11/24(日)10:00～12:00 

  ※それぞれのイベントの詳細については、本誌 2 ページ目をご覧ください。 

下新倉児童館幼児サークル来館 

（10/2、3実施）のご報告 

下新倉児童館ドリームサークルの皆

さんが、遊びに来てくれました。お話

会のプログラムは、1 歳児クラスは、

わらべ歌「にぎりぱっちり」「このこぶ

たちゃんは」、大型絵本「たまごのあか

ちゃん」、紙芝居「のーびたのびた」な

どを楽しみました。 

2 歳児クラスは、わらべ歌「どんぐ

りころちゃん」「とうきょうとにほんば

し」、大型絵本「わにわにのおふろ」

「ちびゴリラのちびちび」などを楽し

みました。 

第１回図書館協議会を開催しました 

 ９月３０日（月）に第１回図書館協議会
を開催しました。今回の図書館協議会で
は、新しい協議会委員の皆様の自己紹介
と委員長・副委員長の選出を行いました。 
事務局から和光市図書館の現状や予

算、行っている事業について報告をした
あと、協議会委員でもある十文字学園女
子大学人間生活学部文化文芸学科の石川
敬史准教授に「公立図書館の役割を読み
解く」と題して、話題を提供していただき
ました。 
 次回は 12 月に図書館での開催を予定
しております。日程が決まり次第、図書館
だよりや和光市のホームページでお知ら
せしますので、傍聴を希望される方はお
越しください。 

子どもの科学 

（10/19実施）のご報告 

「宇宙ってどんなとこ？～月の

満ち欠けがわかる月齢早見盤をつ

くろう～」をテーマに、模型を使

って地球と月の位置や大きさにつ

いて説明を聞いたり、宇宙の真空

状態でお菓子の袋や防犯ブザーの

音がどのように変わるのか実験を

行いました。月齢早見盤を作り、

自分の誕生日にはどんな形の月が

出ていたのか、とても楽しそうに

調べていました。 

【下新倉分館】新しい雑誌の受け入れを開始しました 

休刊や受入れ停止になった雑誌の代替として、以下の雑誌の受入れを開始し
ます。ぜひご利用ください。 

『FINEBOYS』（10月号～） 『子どもの本棚』（10月号～） 

『月刊おりがみ』（10月号～） 『act guide』（Season3～） 

『ミセスのスタイルブック』（秋冬号～） 『sesami』（11月号～） 

『Popteen』（11月号～） 

３ 
years 


