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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、分館は入口前に展示しています。 

「科学道」（一般書） 

『世にも美しき数学者たちの日常』   
二宮 敦人∥著＜分類：410.21＞ 

日本を代表する数学者、数学教室の先生、

天才中学生など 7 人へのインタビューから

数学の探究者たちの姿に迫ります。 

数学を愛し、真摯に向き合う姿は幸せそ

うに見えて羨ましく感じます。「数学の問題

は与えられるという先入観が強いが、一番

面白いのは問題を作ること」という言葉が

印象的です。読後、再び数学に触れてみたく

なるかもしれません。 

1/4 

「ふゆにおすすめの本」（児童書） 

 

 

ふゆにおすすめする本を学年別に選びました。

ぜひ、読んでみてください。 

 『クジラのおなかからプラスチック』保坂 直紀∥著＜分類：519＞ 

 レジ袋、ストロー、シャンプーの容器など、プラスチックは身の回りにたくさんあります。人間がきちんと

処理しきれなかったプラスチックごみが、マイクロ（とても小さな）プラスチックとなり、海へ流れ、生き物の

体内に入っていきます。もしかしたら、その生き物（魚など）を人間が食べてしまっているかもしれません。

“使うと便利。でも、ごみになると困りもの”のプラスチックについて、詳しく教えてくれます。 

『人間はどこまで耐えられるのか』   
F.アッシュクロフト∥著 
＜分類：M491.3＞ 

この本は、極限の環境における人間の

生理学的な反応を説明しながら、人間が

生き延びる限界を探る本です。 

極限状態と戦って生き延びるには、日

常生活に密着した『命の理論』である生理

学の知識が必要不可欠。生命の生存の限

界について徹底的に科学する内容に好奇

心が尽きることはありません。 

本館 分館 

1月 
2020 

○c和光市 

和光市 

研究所が、書籍を通じて科学者の生きざまや科学の素晴らしさを届けるために始めた事業です。今秋か

ら、毎年恒例の企画としてリスタートしました。人間は失敗して物事を学びます。科学はそんな人間が

長年苦労し確立してきた興味深い世界です。ぜひ、本を通じてその世界を味わいましょう。 

 

【貸出期間の変更】 

 1 月 5 日（日）から 1 月 13 日（月）に図

書館本館、下新倉分館、各公民館図書室でお借

りになった資料の貸出期間は３週間です。 

1 月 14 日(火)～23 日(木) 休館のお知らせ 

1 月 14 日（火）から 1 月 23 日（木）

は、特別図書整理期間（蔵書点検）及び

システム更新のため、図書館本館・下新

倉分館・公民館図書室（中央・坂下・南）

が、すべて休館・休室となります。 

この期間中は、貸出・返却・予約資料

の受取り、貸出期間の延長、図書館ホー

ムページの閲覧が行えません。 

ただし、ブックポストは、通常通りご

利用いただけます。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

とご協力をお願いいたします。 

【予約取り置き期間の変更】 

1 月 7 日（火）から 1 月 13 日（月）に予約資料の確保 
連絡があった場合の受取期間は以下のとおりです。 
  

予約確保の 

連絡日 

７日 
（火） 

８日 
（水） 

９日 
（木） 

１０日 
（金） 

１１日 
（土） 

１２日 
（日） 

１３日 
（月） 

資料の 

確保期限 

２４日 
（金） 

２５日 
（土） 

２６日 
（日） 

２７日 
（月） 

２８日 
（火） 

２９日 
（水） 

３０日 
（木） 

※休館期間の１月１４日（火）から２３日（木）は予約資料の受取はできません。 

図書館カレンダー 

「科学道 100 冊プロジェクト」は、2017 年に理化学研究所と編集工学 

分館 本館 



時間：11:00～11:30 
対象：6 か月～2 歳の子と保護者 

「本の福袋」貸出します！5 日(日)から 

子ども向け、中高生向け、大人向けに、おすすめの本
をまとめた福袋を用意しています。 

 

世界おはなしめぐり 2 月 8 日(土)  

時間：14:00～14:40（午前はいつものおはなし会です）
対象：6 歳くらいから大人まで 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

あかちゃんタイム 9 日(木)・2 月 6 日(木)  

時間：10:30～11:30 場所：キッズルーム 
対象：乳幼児と保護者 

s 

日 月 火 水 木 金 土 

12/29 30 31 1/1 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 31 2/1 

2 3 4 5 6 7 

 

8 

 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 

 子どもの科学   子どものための読書会 

 今月の特別なイベント 
 

 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  ワンダークラブ  

 今月の特別なイベント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 

※場所の表記がない場合は、本館は「会議室」で、分館は「会議室２」で行います。 ★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 

12/29 30 31 1/1 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 31 2/1 

2 3 4 5 6 7 
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 絵本とおはなしの会  あかちゃんタイム              

 あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 ひまわりおはなし会  本・雑誌のリサイクル 

 今月の特別なイベント 

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの会 11 日、 
2 月 1 日・8 日（全て土曜日） 

時間・対象：①11:00～2 才から ②14:00～4 才から 
場所：キッズルーム 

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

絵本とおはなしの会 11 日・ 
2 月 8 日(全て土曜日) 

時間：11:15～11:45 場所：キッズスペース 
対象：幼児から小学校低学年 

本館 分館 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

ひまわりおはなし会 8 日(水) 

時間：16:00～16:30 場所：キッズスペース  
対象：小学生 

あかちゃんタイム 31 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 

 

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 

 ★ 

時間：10:30～11:00（10:15 から受付） 
対象：平成 28 年 4 月以降に生まれた赤ちゃんと保護者 

で、過去のブックスタートに参加できなかった方 
や図書館が遠く参加しにくい方 

持ち物：母子健康手帳・絵本を持ち帰るための袋 
申込方法：前日までに、窓口、電話、メールで 

ブックスタート 2 月 3 日(月) ★ 

時間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象：令和元年 8 月生まれの赤ちゃんとその保護者 
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋 
申込方法：前日までに、窓口、お電話、メールで 

 
英語絵本の読み聞かせを行ったり、みんなで歌を歌ったり
します。楽しく英語の文化にふれてみませんか？ 

 ＜－―――――― 年末・年始のため休館 ―――――――＞ 

           

土曜えほんタイム 25 日(土)  

時間・対象：①11:00～2 歳から ②14:00～4 歳から 
場所：キッズルーム 

子どもの科学 2 月 15 日(土) ★ 

時間：10:30～12:00 対象：市内小学生 30 名（抽選） 
お話をしてくれる人：坂口 美佳子先生（科学読物研究会） 
内容：結晶って○○でしょう～結晶ツリーをつくろう 
申込方法：往復はがきで、住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を書いて 1 月 31 日（金）必着で本館へ郵送 

 

＜－－ 図書館システム入れ替え・蔵書点検のため休館 －－＞ 

           

＜－－ 図書館システム入れ替え・蔵書点検のため休館 ――＞ 

           

＜－―――――― 年末・年始のため休館 ―――――――＞ 

           

＜－－ 図書館システム入れ替え・蔵書点検のため休館 ――＞ 

           

＜－－ 図書館システム入れ替え・蔵書点検のため休館 ――＞ 

           

＜休館日＞ 

本・雑誌のリサイクル 2 月 8 日(土) 

時間：9:40～11:00（なくなりしだい終了） 
◎除籍した本や雑誌をお 1 人 10 冊まで差し上げます。 

申込は不要です。袋をご持参ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

正解は一つじゃない子育てする動物たち 齋藤 慈子∥編 東京大学出版会 481.78 本館 

岩田さん 岩田 聡∥述  ほぼ日 589.7 本館 

おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 上島 亜紀∥著 成美堂出版 596.4 本館 

高齢ドライバーに運転をやめさせる 22 の方法 川畑 信也∥著 小学館 685.1 本館 

基礎から学ぶ!ストレッチング 谷本 道哉∥著 ベースボール・マガジン社 781.4 本館 

ショコラティエ 藤野 恵美∥著 光文社 913.6 本館 

タスキメシ-箱根- 額賀 澪∥著 小学館 913.6 本館 

オーバーストーリー リチャード パワーズ∥著 新潮社 933/ﾊﾟ 本館 

21 世紀の「男の子」の親たちへ おおた としまさ∥著 祥伝社 C379.9 本館 

社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています 島田 直行∥著 プレジデント社 Z336 本館 

自己肯定感が低い自分と上手につきあう処方箋 大嶋 信頼∥著 ナツメ社 146.8  分館 

徳川家康の神格化 野村 玄∥著 平凡社 289.1/ﾄ 分館 

ネットと差別扇動 谷口 真由美∥著 解放出版社 361.86 分館 

天才たちの日課 メイソン カリー∥著 フィルムアート社 702.8 分館 

百年の孤独 G.ガルシア=マルケス∥著 新潮社 963/ｶﾞ  分館 

～ 児童書 ～  

マンボウは上を向いてねむるのか 澤井 悦郎∥著 ポプラ社 487 本館 

ねんどのパン屋さん 岡田 ひとみ∥作 汐文社 751 本館 

森の診療所ものがたり 竹田津 実∥作 偕成社 913 本館 

魔法のカクテル ミヒャエル エンデ∥作 岩波書店 943/ｴ 本館 

わたしの糸 トーリル コーヴェ∥作 西村書店 E 本館 

ぽかぽかゆずおふろ すとう あさえ∥文 ほるぷ出版 E ｱｵ 本館 

おうさまのこどもたち 三浦 太郎∥作 偕成社 E ｱｶ 本館 

科学者の目 かこ さとし∥文・絵 童心社 402 分館 

しあわせなハリネズミ 藤野 恵美∥作 講談社 913 分館 

ふしぎ町のふしぎレストラン 三田村 信行∥作 あかね書房 913 分館 

～ ＹＡ ～  

哲学人生問答 岸見 一郎∥著 講談社 Y159.7 本館 

中学生・高校生の仕事ガイド 進路情報研究会∥編 桐書房 Y366.29  本館 

ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫婦∥著 誠文堂新光社 Y407 本館 

86-エイティシックス Ep.7 安里 アサト∥著 KADOKAWA Y913.6/7 本館 

車輪の下 ヘルマン ヘッセ∥作 岩波書店 Y943/ﾍ 分館 

 

 
  

3/4 

I：情報コーナー Ｚ：ビジネスコーナー Ｍ：医療コーナー Ｌ：大活字本コーナー 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：新書コーナー（分館） C：紙芝居コーナー Ｆ：洋書  

図書館では漫画の購入にあたり、皆さんのご意見を参考にさせていただくため、本館・

分館でアンケートを実施しています。参考としてのアンケートのため、購入をお約束す

るものではありませんが、図書館の所蔵としてふさわしいと思われる、おすすめの作品

を教えてください。 

◆アンケート期間 １月 24 日（金）～２月１２日（水） 

◆選定の原則 ・すでに完結しているもの 

・評価の定まったもの（例：手塚治虫文化賞や日本漫画家協会賞など） 

・世代を超えてよまれているもの 

マンガ購入に関する 

アンケートにご協力ください！ 



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

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。 

★マナーキャンペーン★ 

携帯電話・スマートフォンをお持ちの方へ 
図書館は、本などの資料を使っての調査研 

究や、読書を楽しんでいただく場です。館内 

では、他の利用者のご迷惑にならないよう、 

携帯電話・スマートフォンの電源をお切りい 

ただくか、マナーモードに設定の上、通話は 

ご遠慮ください。また、ゲーム機やカードゲ 

ーム等の持ち込みもご遠慮ください。 
図書館の資料は、市民の皆様の大切な財産 

です。お互いに気持ちよく利用できるよう、 

公共のマナーを守ってご利用ください。 

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 新年あけましておめでとうございます。今年も図書館では様々な世代を対象としたイベントを計画していますので、ぜひ、お立ち寄りくださ
い。さて、いよいよ今年は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。７月７日（火）には、聖火リレーのランナーが和光市

内を走るそうです。東京 2020 聖火リレーのコンセプトは「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう」。支えあい、認めあい、高めあう心でつ
なぐ聖火の光が、新しい時代に希望の道を照らしだすことを願います。今年は皆でオリンピックイヤーを楽しみましょう！＜2020 年 1 月発行＞ 4/4 

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) 

★マナーキャンペーン★ 

ゴミの持ち帰りをお願いします 
昨今、ゴミの減量化、資源化が求められており、スーパ

ーの袋の有料化、食品ロスを減らす運動を始め、ゴミ箱が

設置されていない施設も見受けられるようになりました。 

少しでもゴミの排出量を減らすため、 

本館でも１月２４日（金）より、館内の 

ゴミ箱を撤去させていただきます。 

ご不便をおかけいたしますが、ゴミは、 

お持ち帰りいただきますよう、よろしく 

お願いいたします。 

 

○c 和光市 

和光市 

和光市 

第４回「図書館でボードゲーム！」 

（11/24実施）のご報告 
3 名のボランティアの 

方々から５種類のボード 

ゲームをお借りして、親 

子連れ、ご夫婦、お一人 

で参加した方など、世代を超えてゲームを楽しみました。 

２０種類以上のボードゲームも展示され、参加者たちの

興味を惹きつけていました。次回の開催日は決まり次第、

広報わこう、図書館だより、図書館ホームページでお知ら

せします。ぜひ、一度遊びに来てください。 

大人向け折紙講座「お正月飾り」祝い鶴 

（12/8実施）のご報告 
講師として伊藤好子氏、アシスタントに前田留美子氏を

お招きして、お正月飾りの祝い鶴を作成しました。5 名の

参加者には、終始和やかな雰囲気の中で楽しんでいただき

ました。プロジェクターを使用し、講師の手元を鮮明に映

したため、参加者はどの席からも制作過程が分かり、作業

が効率的に進行しました。参加者からは、『自宅でも出来そ

うなので、やってみたい。』『立体造形を作ることはとても

興味深く、楽しく参加させていただいた。』等の感想があ

り、好評をいただきました。 

市民図書館講座「読みたい心に火をつけろ！ 

～学校図書館ができること」（11/28実施）のご報告 
講師に埼玉県立浦和第一女子高校担当部長兼主任司書の

木下通子先生をお招きし、学校図書館の役割や埼玉県の学

校図書館の現状についてお話を伺いました。 

今回は職員研修を兼ね、市民の 

皆様のほか、図書館職員と学校 

図書館アドバイザーも参加しまし 

た。木下先生の熱意とユーモアあ 

ふれるお話は、とても参考になり、 

有意義な時間となりました。  

 

 

  

 

 

 

    

 

分館開館 3周年記念イベント 

「はじめてのおつかい（11/3～30実施）のご報告 
安全な図書館で疑似的なおつかいを 

体験してもらう「はじめてのおつかい」 

に 10 名の子どもたちが挑戦しました。 

図書館員から渡された「絵本の表紙 

が書かれたカード」と「エコバック」 

を持ち、本棚から本を探し出します。 

本を貸出カウンターに持って行って、貸出手続きを済ま

せたら任務完了。「自分で本を借りられたよ！」と嬉しそ

うに家族に報告ができました。 


