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図書館だより 
和光市図書館 

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。 

1月 
平成 29 年 

 

「若い人に贈る読書のすすめ」 
（一般書） 

 

『スマホ断食』藤原智美∥著 ＜分類：I007.3＞  

総務省の調査によると、20 代 
の 94.5％がスマートフォンを 
保有しているそう 
です。ネット社会との付き合い 
方について、考えてみませんか。 
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今月のテーマ 

「ふゆにおすすめの本」（児童書） 

 

 

公益社団法人読書推進運動協議会が成人式・卒業式
など新たな人生の一歩を踏み出す若い人にぜひ読ん
でもらいたい本を紹介しています。手にとってみてく
ださい。 

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。 

『アーチー・グリーンと魔法図書館の謎』D.D.エヴェレスト∥著＜分類：933/ｴ＞ 

おばあちゃんと二人で住んでいるアーチーは１２歳の誕生日に小包を受け取ります。中身はな

んと４００年も前に預けられた本でした。手紙に書いてあるオックスフォードの古書店に届けに

行くとその本が【魔法の本】であることが分かります。アーチーの一族は魔法図書館で魔法の本

を守るよう頼まれた書記たちの子孫だったのです。ファンタジーが好きな人におすすめです。 
 

○c 和光市 

本館 分館 

「リオデジャネイロオリンピック 
選手がおすすめする本」（一般書） 

 

『五輪書』鎌田 茂雄∥訳注＜分類：789.3＞  

 生涯一度も負けなかった 
宮本武蔵がどのようにして 
心理状態を作ってきたか。 
参考になる本だと思います。 
 
★山下敏和さん（リオデジャネイロ 

オリンピック：ライフル射撃）の 
おすすめ本です。 

 

本館 分館 

わこガチャ 

はじめます！ 
小中学生の皆さん、4 月から始まった 

読書通帳はすでに手に入れましたか？ 

20 冊読んで通帳に記録すると、今 

までは認定シールを授与していましたが、 

1 月からは認定シールにプラスして、【わこガチャ】を回

せることになりました。カプセルの中に何が入っている

かはお楽しみです♪ 

12 月までに認定シールを貼ってもらった方も【わこガ

チャ】ができますので、和光市図書館本館または下新倉分

館に来てください（公民館図書室ではできません。ご了承

ください）。ぜひたくさん本を読んで、賞品をゲットして

くださいね！ 

読書通帳は図書館のカウンター 

で配付しています。ホームページ 

からもダウンロードできます。 

トップアスリートと読書 
～リオデジャネイロオリンピック選手の横顔～ 

 2016 年のリオ・オリンピックでは、和光市民や和

光市と関わりが深い自衛隊体育学校に所属する選手

たちも大活躍されました。 

 そんなトップアスリートである選手たちに、人生観

や選手生活に影響を与えた本をご紹介いただきまし

た。本の展示に加え、おすすめのポイントや選手たち

のサインも展示します。ぜひお越しください。 

展示期間は 1/5（木）～1/25（水）です。 

【ご協力くださった選手の皆さま（あいうえお順）】 
荒井広宙選手、岩本勝平選手、江原騎士選手、髙尾宏明選手、
谷井孝行選手、成松大介選手、三口智也選手、森栄太選手、
山下敏和選手 

 

上記の新春特別展で選手の皆さんに紹介していただい
た本を展示します。また、合わせてオリンピック関連本
を用意しましたので、どうぞお楽しみに！ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

12/25 26 27 28 29 30 31 

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 

 ブックスタート  絵本とお話の会 

  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた 

 赤ちゃんタイム  今月の特別なイベント 
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＜休館日＞ 

※本館開催イベントで、場所の表記がない場合は、 
会議室で行います。 

★印のあるものは要予約。 

下新倉分館イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

12/25 26 27 28 29 30 31 

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 

 絵本とお話の会 

 ブックスタートスタッフ養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

＜休館日＞ 

絵本とおはなしの会 7 日・14 日 
21 日、28 日、2 月 4 日(全て土曜日) 

時間と対象者：11:00～2 才くらいから 
14:00～４才くらいから 

場所：キッズルーム 

赤ちゃんタイム 12 日(木) 

時 間：10:30～11:30  
場 所：キッズルームくつぬぎスペース 
対象者：乳幼児とその保護者の方  

ブックスタート 16 日(月)★ 

時 間：10:30～11:00 11:30～12:00 
対象者：平成 2８年８月生まれの赤ちゃんと保護者の方 
持ち物：母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋、絵本の 

引き換え券（４ヶ月健診のお知らせに同封） 
申込方法：前日までに窓口又はお電話で 

絵本とおはなしの会 14 日(土) 

時 間：11:15～ 
対象者：幼児から小学校低学年 
場 所：キッズスペース 

＜休館日＞ 

あかちゃんと楽しむ 
絵本とわらべうた 20 日(金) 

時 間：①10:30～11:00 
 ②11:15～11:45 
対象者：6 ヶ月～2 才 

世界おはなしめぐり 28 日(土) 

時 間：14:00～14:30 
対象者：6 才くらいの子どもから大人まで 
物語を丸ごとおぼえて、本やメモを見ずにお話する 

素ばなし。聞く人は想像力をめぐらせ、お話の世界 
に自然に入っていけます。今回も日本や外国に昔から 
伝わるお話を素ばなしでお楽しみください。 

子どものための読書会 21 日(土) 

時 間：10：30～11：30  
対象者：小学生 30 名 
お話をしてくれる人：松永 節子先生（元市内小学校教諭） 
内 容：「豆のパワー大発見」をテーマにブックトークを 

していただきます。  
申込方法：12 月 24 日（土）10 時～窓口又はお電話で 

本館 

分館 

＜---年末のため休館---＞ 

ブックスタートスタッフ養成講座 
13 日(金)、18 日(水)、27 日(金) 

「ブックスタート事業」を担当してくださるボラ
ンティアスタッフを募集しています。この講座を受
けてスタッフとして活躍してみませんか？（来年度
から下新倉分館でもブックスタート事業を行いま
す。） 

時 間：3 日間とも 10:00～12:00      
対象者：ブックスタート事業にご協力いただけ 

る方（全 3 回参加できる方）定員 15 名 
場 所：下新倉分館会議室 
内 容：①1 月 13 日(金) 
    「ブックスタートとは」 

講師：ＮＰＯ法人ブックスタート事務局職員 
②1 月 18 日(水) ③１月２７日(金) 
「赤ちゃんへの語りかけの大切さについて、 
赤ちゃんにおすすめの絵本、わらべうたの紹介」 
講師：国岡晶子さん 

申込方法：電話(048-452-6011)、メール又は 
カウンターにて受付中。 

＜---年始のため休館---＞ 

＜---年末のため休館---＞ 

＜---年始のため休館---＞ 

＜休館日＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ～  

仕事に効く教養としての「世界史」２ 出口 治明∥著 祥伝社 204 本館 

自分でパパッと書ける確定申告平成 29 年 3 月 15 日締切分 平井 義一∥監修 翔泳社 345.3 本館 

MARS レオナード デイヴィッド∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 445.3 本館 

一流アスリートの食事 細野 恵美∥著 三五館 780.19 本館 

悪玉 鳴海 章∥著 KADOKAWA 913.6 本館 

クローバーナイト 辻村 深月∥著 光文社 913.6 本館 

東京周辺子どもとおでかけ日帰りハイキング  昭文社 C291.3 本館 

大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA∥著 技術評論社 I007.6 本館 

人を動かしてしまうすごい質問力 櫻井 弘∥著 ワニブックス Z336.4 本館 

「ありがとう」と言われる会社の心動かす物語 三枝 理枝子∥著 日本経済新聞出版社 Z673 本館 

戦争中の暮しの記録 暮しの手帖編集部∥編 暮しの手帖社 210.75 分館 

大人のマカロン 本橋 雅人∥著 日東書院本社 596.6 分館 

少林寺拳法柔法のコツ SHORINJI KEMPO UNITY∥監修 ベースボール・マガジン社 789.2 分館 

〆切本 左右社編集部∥編 左右社 914.6 分館 

ユッキー先生の介護相談 今井 幸充∥著 ワールドプランニング M493.75 分館 

～ 児童書 ～  

こども菜根譚 齋藤 孝∥監修 日本図書センター 159        本館 

LD・学び方が違う子どものためのサバイバルガイド ゲイリー フィッシャー∥著 明石書店 378 本館 

日本の世界遺産 山口 正∥監修 朝日新聞出版 709 本館 

サバンナのいちにち 斉藤 洋∥さく 講談社 913 本館 

シャクルトンの大漂流 ウィリアム グリル∥作 岩波書店 E 本館 

おとうさんは、いま 湯本 香樹実∥ぶん 福音館書店 E-ｱｶ      本館 

ぼくはちっともねむくない クリス ホートン∥作 BL 出版 E-ｷ        本館 

スーパービジュアル恐竜図鑑 ジョン ウッドワード∥著 講談社 457 分館 

ぐるぐるの図書室 工藤 純子∥著 講談社 913 分館 

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー チャーニン∥文 光村教育図書 E-ﾐﾄﾞ 分館 

～ ＹＡ ～  

受験合格は暗記が 10割 林 尚弘∥著 幻冬舎 Y376.8 本館 

LD・学び方が違う子どものためのサバイバルガイド ローダ カミングス∥著 明石書店 Y378 本館 

新約とある魔術の禁書目録(インデックス)17 鎌池 和馬∥[著] KADOKAWA Y913.6 本館 

死神うどんカフェ 1号店 別腹編☆ 石川 宏千花∥[著] 講談社 Y913 本館 

池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさって何ですか? 池上 彰∥著 KADOKAWA Y289.3/ﾑ 分館 

 

YA NEWS  
ヤングアダルト  ニュース 

 漫画の購入に際して、みなさまのご意見を参考にさせていただくため、今年も 
アンケートを実施します！漫画の購入については、この期間のみの意見募集となり
ます。※年間を通してのリクエストは受け付けておりません。（参考としてのアンケート
なので、必ず購入するとは限りませんので、予めご了承ください。） 
 ◆アンケート期間：1 月１８日（水）～2 月 1 日（水） 
 ◆選定の原則：①すでに完結しているもの。 

②評価の定まったもの（手塚治虫文化賞や日本漫画家協会賞の受賞など）   
③世代を超えて読まれているもの。 
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C：子育て支援コーナー Ｉ：情報コーナー Ｚ：ビジネスコーナー M：医療コーナー E：絵本 Y：ヤングアダルトコーナー  

～漫画の購入に関するアンケートを実施します～ 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

    

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 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 です。 
※予約取り置き期間最終日の受け取り時間は 17:00 までになります 

 
◆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 ★明けましておめでとうございます。いよいよ 2017 年の幕開けです。「新年はこんなことをしよう！」と心で決めたことはありますか？ 
新しいことを始める時、読書はその手助けをしてくれると思います。ぜひ図書館を有効活用してくださいね。★本館では、2 月・3 月と様々な講座が目白

押しですので、ぜひチェックしてみてください。分館ではユニークな事業を計画中です。新春第一弾として、オリンピック選手のおすすめ本やサイン、 
おすすめ本の展示、本の福袋など、今まで和光市図書館では行ったことのない取り組みをしていますので、こちらもお見逃しなく！2017 年も和光市 
図書館をよろしくお願いいたします。                                    ＜平成 28 年 12 月 25 日発行＞ 
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○c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。 

書籍の寄贈に伴う贈呈式 

和光市本町にあるクローバー 
整骨院様から、児童書 50 冊を 
図書館下新倉分館にご寄贈いた
だきました。 
貴重なご寄付をありがとうござ
いました。 

第 4回図書館サポーター企画 

 「幻の大和音頭を探せ！！」 

（12/4実施）のご報告 

今回の図書館サポーター企画は、 
和光市デジタルミュージアムの抜粋
版を上映し、大和音頭や靴が鳴るなど
を蓄音機で聴きながら、和光市の歴史
や清水かつらにゆかりのある資料 
などを説明していただきました。 
 参加者の方から「内容があってとて
も良かった」「自分が住んでいる和光
市が本当に歴史の古い町であること
を改めて知りました」など、ご意見を
頂きました。 
 次回の図書館 
サポーター企画 
は、来年度に 
行う予定です 

のでお楽しみに!! 
  

クリスマスおはなし会 
（12/24実施）のご報告 

和光絵本とお話の会さんによる 
「クリスマスおはなし会」が開催され
ました。本物の大きなもみの木のツリ
ーがクリスマス気分を盛り上げ、今回
も大型絵本やパネルシアター、素話、 
人形劇などたくさんのプログラムで、
子どもから大人まで多くの方が来場 
され、楽しんで頂きました。 
また、図書館長による大型絵本の読
み聞かせもいつもとは一味違い、みな 
さんに楽しんでいただけたようです。 
 

飛び出すクリスマスカードを 
作ろう！（下新倉分館で 

12/17実施）のご報告 
  
 
 
 
 
 

色々な紙を切り抜き貼り合せて、 
ユニークな飛び出すカードを作成し
ました。使用した紙は、本の帯だった
り、包装紙だったり・・・と普段では
捨ててしまう部分を再利用しました。 
子どもから大人まで、様々に工夫し

て夢中でカード作りを楽しみ、みんな
それぞれ味のある、素敵なカードを作
って頂きました。 
皆さんが作られたカードの写真は 
下新倉分館で展示しました。 

本館 2月の蔵書点検に伴う休館のお知らせ 

2 月 6 日（月）～2 月 10 日（金）は蔵書点検のため、本館及び公民館 
図書室が休館休室となります。それに伴い、予約資料の受取期間なども変更
になります。詳細は、図書館ホームページ、図書館だより２月号を 
ご覧ください。 
なお、ブックポストは通常通りご利用いただけます。 

下新倉分館  1月 5日（木）に「本の福袋」をご用意します！ 

「本の福袋」とは、図書館職員が中身が見えないように本を 2,3 冊 

袋に入れた状態でご用意し、利用者は何が入っているかわからない  

まま借りるという企画です。袋には、中身のテーマが書いてあります 

ので、それをヒントにお選び下さい。本選びはどうしても偏りがちなっ 

てしまう・・・と感じている方、普段自分では選ばないような本に出会

えるきっかけになれば幸いです。一般用・児童用をご用意します。 

※「福袋」といっても、お正月に並ぶお店の福袋とは違い、あくまでも図書館の本を「中身を

隠して貸し出す企画」なので、本は返却期限内にご返却ください。 


